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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

（注）当社は、連結の範囲の対象となる子会社が異動により無くなりましたので、当事業年度より連結財務諸表は作成しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 269 ― △32 ― △39 ― △39 ―
23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 △2.38 ―
23年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,055 1,002 48.8
23年3月期 2,219 1,039 46.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,002百万円 23年3月期  1,039百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 900 16.0 15 △1.9 5 8.4 0 ― 0.00
通期 1,750 13.3 40 0.5 20 65.8 10 83.1 0.60



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 16,563,152 株 23年3月期 16,563,152 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 7,399 株 23年3月期 7,399 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,555,753 株 23年3月期1Q 16,556,066 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）における当社の売上高は、計測関連セ

グメントでは主力であるデバイスプログラマ製品の主要顧客であります薄型テレビ、タブレットＰＣ、ス

マートフォン、デジタルカメラ関連企業などが東日本大震災の影響（サプライチェーン寸断による部品調

達問題等の大きな影響）を受けたため、売上高が予定を下回りました。システム関連セグメントにおきま

しては、タッチパネル製品のうち特に金融端末用小型タッチパネルは予定していた以上に販売を続けるこ

とができた結果、当社の当第１四半期売上高は269百万円となりました。  

 営業損益につきましては、当社の中でも比較的利益率の高い主力製品でありますデバイスプログラマ製

品の落込み幅が大きく、当社の第１四半期の営業損益は32百万円の営業損失となりました。経常損益は39

百万円の経常損失となり、また、当第１四半期純損益も、四半期純損失39百万円となりました。  

  

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて9.0％減少し、1,145百万円となりました。これは、製品が64百万

円、原材料及び貯蔵品が16百万円それぞれ増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が144百万円、現

金及び預金が46百万円それぞれ減少したことなどによるものです。固定資産は、前事業年度末に比べて

5.3％減少し、909百万円となりました。これは、有形固定資産のうち土地が34百万円、その他が23百万

円それぞれ減少したことと、投資その他の資産のその他と貸倒引当金がともに31百万円減少したことな

どによるものです。 

この結果、総資産は前事業年度末に比べて7.4％減少し、2,055百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて12.6％減少し、880百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が45百万円増加いたしましたが、短期借入金が168百万円、1年内返済予定の長期借入金が18百万

円それぞれ減少したことなどによるものです。固定負債は、前事業年度末に比べて0.3％減少し、172百

万円となりました。  

 この結果、負債合計は前事業年度末に比べて10.8％減少し、1,052百万円となりました。  

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べて3.6％減少し、1,002百万円となりました。これは、当第１四半

期累計期間の四半期純損失が39百万円であったことと、土地の売却に伴う土地再評価差額金の取り崩し

32百万円による同額の利益剰余金増加と、土地再評価差額金減少などによるものです。  

  

当期の業績予想につきましては、本日平成23年８月５日公表の「非連結決算への移行ならびに平成24年

３月期業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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前事業年度末において当社の連結子会社であった高崎アトム工業株式会社は、平成23年５月24日付で

株式譲渡を行なったことに伴い当社の連結子会社ではなくなりましたので、当事業年度より連結財務諸

表を作成しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 355,275 308,704

受取手形及び売掛金 435,761 291,213

製品 114,037 178,188

仕掛品 216,105 215,262

原材料及び貯蔵品 98,908 115,176

その他 39,352 36,950

貸倒引当金 △330 △120

流動資産合計 1,259,111 1,145,375

固定資産

有形固定資産

土地 720,450 685,806

その他 1,714,729 1,299,354

減価償却累計額 △1,533,318 △1,142,797

有形固定資産合計 901,860 842,363

無形固定資産 4,387 10,775

投資その他の資産

その他 132,003 102,916

貸倒引当金 △77,611 △46,411

投資その他の資産合計 54,392 56,505

固定資産合計 960,640 909,643

資産合計 2,219,751 2,055,019

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 156,492 201,946

短期借入金 762,104 593,528

1年内返済予定の長期借入金 27,704 9,020

1年内償還予定の社債 18,250 18,250

未払法人税等 7,560 1,731

製品保証引当金 2,000 1,000

その他 32,662 54,884

流動負債合計 1,006,774 880,360

固定負債

退職給付引当金 28,115 27,167

役員退職慰労引当金 17,249 17,491

再評価に係る繰延税金負債 125,206 125,206

その他 2,469 2,730

固定負債合計 173,040 172,595

負債合計 1,179,814 1,052,955
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,335,692 1,335,692

資本剰余金 91,261 91,261

利益剰余金 △358,344 △365,791

自己株式 △835 △835

株主資本合計 1,067,773 1,060,326

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,622 △36

土地再評価差額金 △26,214 △58,227

評価・換算差額等合計 △27,837 △58,263

純資産合計 1,039,936 1,002,063

負債純資産合計 2,219,751 2,055,019
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（２）四半期損益計算書

 第１四半期累計期間

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 269,254

売上原価 182,954

売上総利益 86,299

販売費及び一般管理費 119,287

営業損失（△） △32,987

営業外収益

受取利息 42

受取配当金 430

受取賃貸料 779

その他 288

営業外収益合計 1,540

営業外費用

支払利息 6,309

為替差損 1,791

その他 33

営業外費用合計 8,133

経常損失（△） △39,581

特別利益

固定資産売却益 2,757

特別利益合計 2,757

特別損失

固定資産除却損 244

関係会社整理損 901

特別損失合計 1,145

税引前四半期純損失（△） △37,969

法人税、住民税及び事業税 1,490

法人税等合計 1,490

四半期純損失（△） △39,459
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当第１四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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