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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

25年3月期第2四半期 34,946 7.7 △483 ― △727 ― △748 ―
24年3月期第2四半期 32,447 12.1 △3,942 ― △4,401 ― △2,612 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △1,170百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △3,403百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △10.02 ―
24年3月期第2四半期 △33.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 88,260 16,217 18.4 168.37
24年3月期 93,819 14,388 15.2 181.94
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  16,217百万円 24年3月期  14,244百万円

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  ：  有  
(注) 25年3月期第2四半期末配当については、本日（平成24年11月13日）公表いたしました「剰余金の配当に関するお知らせ」をご参照ください。 
(注) 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、３ペ
ージの「（参考） 種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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

24年3月期 ― 2.00 ― 0.00 2.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 80,500 △3.2 3,000 ― 2,000 ― 2,000 ― 25.55



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当しております。  
  詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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きの対象外ですが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続きは終了しております。 

※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、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、
リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、当社の取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの変動など、今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。 
 25年３月期の期末配当につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、今後の業績の動向等を勘案した上で、可能となった時
点で速やかに開示させていただきます。 
 
（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法） 
当社は平成24年11月30日（金）に、機関投資家・証券アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会の資料については、開催後速やかに当社ホームペ
ージに掲載する予定です。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 79,365,600 株 24年3月期 79,365,600 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,075,868 株 24年3月期 1,074,628 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 78,290,256 株 24年3月期2Q 78,291,837 株



  

 

（参考） 

種類株式の配当の状況 

   普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

第１種優先株式 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 

24年３月期 － － － － －  

25年３月期 － 0.00       

25年３月期（予想）     － － －  
   
（注）現時点において平成25年３月期の１株当たり配当金については未定です。 
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 (1）当連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興関連の公共投資拡大や個人消費の増加等、一部に

景気回復の動きが見られましたが、円高基調の為替推移やデフレ進行等、総じて厳しい状況で推移しました。ま

た、海外経済は、欧州の金融危機や米国の成長鈍化に加え、これまで堅調な伸びを示してきた中国や新興国の減

速等、世界景気の下振れリスクが高まりました。 

このような状況下、当社グループは中期経営計画「CHALLENGE 5」（平成22年度～平成24年度）に掲げる重点戦

略を強力に推進し、企業価値の向上及び経営基盤の強化を図るとともに、受注・売上の確保に努めました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比7.7%増）となりました。損益面に

おいては、営業損失は 百万円（前年同期は営業損失3,942百万円）、経常損失は 百万円（前年同期は経常損

失4,401百万円）、四半期純損失は 百万円（前年同期は四半期純損失2,612百万円）となりました。 
  
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 理科学・計測機器事業 

電子顕微鏡への引合いは引き続き堅調で、材料・医学・生物分野における開発研究から品質管理等の幅広い分

野への要求に応えました。特にハイエンド透過電子顕微鏡の需要は旺盛で市場での高い評価が受注・売上に寄与

しました。 

この結果、当事業の売上高は23,940百万円（前年同期比 13.7%増）となりました。 

② 産業機器事業 

電子ビーム蒸着用電子銃・電源はタッチパネル用撥油膜市場からの需要に応えましたが、電子ビーム描画装置

の売上は減少しました。 

この結果、当事業の売上高は3,785百万円（前年同期比 3.6%増）となりました。 

③ 医用機器事業 

国内は中・大型病院や検査センターからの引合いが活発で好調を維持しました。一方、海外はOEM供給先であ

るシーメンスからの受注・売上が低調に推移しました。 

この結果、当事業の売上高は7,219百万円（前年同期比 6.6%減）となりました。 

  

(2）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から5,559百万円減少し 百万円となりまし

た。主なものとしては、受取手形及び売掛金が4,352百万円減少しております。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から7,387百万円減少し 百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金の減少5,650百万円によるものであります。 

一方、当第２四半期会計期間末の純資産合計は、利益剰余金の減少があったものの株式の発行による資本剰余

金の増加に伴い 百万円となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は前連結

会計年度末から3.2%増加し18.4%となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況）   

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、 百万円となり、前連

結会計年度末より3,589百万円減少しております。 

なお、当第２四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりでありま

す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

当第２四半期連結累計期間において営業活動による資金の減少は 百万円（前年同期は 百万円の資金の

増加）となりました。これは主に売上債権の減少があったもののたな卸資産の増加及び仕入債務の減少等による

ものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

当第２四半期連結累計期間において投資活動による資金の減少は 百万円（前年同期は 百万円の資金の

減少）となりました。これは主に固定資産の取得等によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

当第２四半期連結累計期間において財務活動による資金の増加は 百万円（前年同期は 万円の資金の

増加）となりました。これは主に株式の発行による収入等によるものであります。 

  

(3）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年3月期の連結業績予想につきましては、平成24年5月11日に公表しました業績予想に変更はございませ

ん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

34,946

483 727

748

88,260

72,043

16,217

4,636

4,797 329

1,016 979

2,555 2,046
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

        

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  (会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失はそれぞれ6百万円減少しております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,301 4,707

受取手形及び売掛金 22,577 18,225

商品及び製品 12,729 12,504

仕掛品 20,708 23,718

原材料及び貯蔵品 2,260 2,268

その他 4,512 4,593

貸倒引当金 △182 △155

流動資産合計 70,906 65,862

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,102 5,868

機械装置及び運搬具（純額） 484 451

工具、器具及び備品（純額） 1,737 1,498

土地 1,500 1,630

リース資産（純額） 588 582

建設仮勘定 356 452

有形固定資産合計 10,769 10,484

無形固定資産 1,758 1,574

投資その他の資産   

投資有価証券 6,647 6,311

その他 3,648 3,965

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 10,289 10,270

固定資産合計 22,817 22,329

繰延資産 95 68

資産合計 93,819 88,260
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,777 15,126

短期借入金 24,974 28,065

1年内償還予定の社債 4,761 4,126

未払法人税等 424 235

賞与引当金 587 812

その他 12,294 10,550

流動負債合計 63,818 58,916

固定負債   

社債 2,285 1,500

長期借入金 5,399 3,514

退職給付引当金 6,275 6,616

役員退職慰労引当金 256 215

資産除去債務 145 147

その他 1,251 1,132

固定負債合計 15,612 13,126

負債合計 79,431 72,043

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,740 6,740

資本剰余金 6,346 9,346

利益剰余金 3,947 3,198

自己株式 △532 △532

株主資本合計 16,501 18,751

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 530 360

繰延ヘッジ損益 △142 66

為替換算調整勘定 △2,644 △2,961

その他の包括利益累計額合計 △2,256 △2,534

少数株主持分 143 －

純資産合計 14,388 16,217

負債純資産合計 93,819 88,260
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 32,447 34,946

売上原価 25,273 23,695

売上総利益 7,174 11,251

販売費及び一般管理費   

研究開発費 2,154 2,213

その他 8,961 9,520

販売費及び一般管理費合計 11,116 11,734

営業損失（△） △3,942 △483

営業外収益   

受取利息 10 13

受取配当金 34 31

受託研究収入 5 2

持分法による投資利益 － 55

貸倒引当金戻入額 61 0

為替差益 － 65

その他 87 172

営業外収益合計 199 340

営業外費用   

支払利息 285 269

売上債権売却損 77 92

持分法による投資損失 139 －

その他 156 222

営業外費用合計 658 585

経常損失（△） △4,401 △727

特別利益   

固定資産売却益 1 0

持分変動利益 144 －

その他 6 0

特別利益合計 153 0

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 18 16

投資有価証券評価損 113 63

特別退職金 55 －

その他 37 1

特別損失合計 225 81

税金等調整前四半期純損失（△） △4,474 △809

法人税、住民税及び事業税 201 275

法人税等調整額 △1,932 △192

法人税等合計 △1,730 83

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,743 △892

少数株主損失（△） △131 △143

四半期純損失（△） △2,612 △748
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,743 △892

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △190 △170

繰延ヘッジ損益 20 209

為替換算調整勘定 △424 △302

持分法適用会社に対する持分相当額 △65 △15

その他の包括利益合計 △659 △278

四半期包括利益 △3,403 △1,170

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,272 △1,027

少数株主に係る四半期包括利益 △131 △143
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △4,474 △809

減価償却費 1,395 1,028

賞与引当金の増減額（△は減少） △54 230

退職給付引当金の増減額（△は減少） 341 350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59 △40

固定資産除売却損益（△は益） 16 16

投資有価証券評価損益（△は益） 113 63

持分変動損益（△は益） △144 －

受取利息及び受取配当金 △45 △45

支払利息 285 269

売上債権売却損 77 92

売上債権の増減額（△は増加） 8,076 4,072

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,606 △3,122

仕入債務の増減額（△は減少） △737 △5,221

その他 △225 △903

小計 958 △4,018

利息及び配当金の受取額 55 54

利息の支払額 △304 △273

売上債権売却損の支払額 △77 △92

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △302 △467

営業活動によるキャッシュ・フロー 329 △4,797

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △162 △617

有形固定資産の売却による収入 2 24

無形固定資産の取得による支出 △655 △143

その他 △164 △279

投資活動によるキャッシュ・フロー △979 △1,016

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,902 2,847

長期借入れによる収入 1,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,650 △1,642

社債の償還による支出 △1,120 △1,420

株式の発行による収入 － 2,958

配当金の支払額 △156 △1

その他 71 △186

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,046 2,555

現金及び現金同等物に係る換算差額 △311 △331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,085 △3,589

現金及び現金同等物の期首残高 7,504 8,226

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 △250 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,340 4,636
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 該当事項はありません。   

   

   

当社は、平成24年６月28日開催の定時株主総会における決議に基づき、平成24年６月28日をもって下記のとお

り資本準備金の額の減少及び利益剰余金の額の減少、剰余金の処分を行いました。 

  

① 資本準備金の額及び利益剰余金の額の減少 

 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額及び利益準備金の額を減少させ、その他資本剰余

金及び繰越利益剰余金に振り替えております。 

  

② 剰余金の処分 

 会社法第452条の規定に基づき剰余金の処分を行った上で、その全額を繰越利益剰余金に振り替えており

ます。 

  

当社は、平成24年７月６日に第１種優先株式の発行に伴う資金が払い込まれたことに伴い、会社法第447条第

３項及び第448条第３項の規定に基づき、下記のとおり振り替えております。 

  

① 増加した資本金及び資本準備金の額 

② 減少した資本金及び資本準備金の額及び増加したその他資本剰余金の額 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本準備金の減少額 670,000,000円

その他資本剰余金の増加額 670,000,000円

利益準備金の減少額 830,000,000円

繰越利益剰余金の増加額 830,000,000円

別途積立金の減少額 9,792,018,643円

繰越利益剰余金の増加額 9,792,018,643円

資本金の増加額 1,500,000,000円

資本準備金の増加額 1,500,000,000円

資本金の減少額 1,500,000,000円

資本準備金の減少額 1,500,000,000円

その他資本剰余金の増加額 3,000,000,000円
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１ セグメント利益又は損失の調整額△1,545百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,545

百万円が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１ セグメント利益又は損失の調整額△1,580百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,580

百万円が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

（６）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

理科学・計測
機器事業 

産業機器事業 医用機器事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  21,063  3,653  7,731  32,447  －  32,447

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  21,063  3,653  7,731  32,447  －  32,447

セグメント利益又は損失

（△） 
 △879  △2,106  589  △2,396  △1,545  △3,942

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

理科学・計測
機器事業 

産業機器事業 医用機器事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  23,940  3,785  7,219  34,946  －  34,946

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  23,940  3,785  7,219  34,946  －  34,946

セグメント利益又は損失

（△） 
 697  △268  667  1,097  △1,580  △483
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