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1. 2020年3月期第1四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年6月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期第1四半期 430 △4.4 △39 ― △43 ― △44 ―

2019年3月期第1四半期 450 17.5 △126 ― △130 ― △133 ―

（注）包括利益 2020年3月期第1四半期　　△69百万円 （―％） 2019年3月期第1四半期　　△101百万円 （―％）

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

2020年3月期第1四半期 △3.21 ―

2019年3月期第1四半期 △9.67 ―

(2) 連結財政状態

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

2020年3月期第1四半期 3,588 1,257 35.0 91.35

2019年3月期 3,600 1,327 36.9 96.39

（参考）自己資本 2020年3月期第1四半期 1,257百万円 2019年3月期 1,327百万円

2. 配当の状況

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

2019年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2020年3月期 ―

2020年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 4.4 △195 ― △200 ― △210 ― △15.25

通期 2,600 58.7 30 ― 20 ― 10 △90.2 0.73

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注)詳細は、添付書類7ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期1Q 13,830,000 株 2019年3月期 13,830,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期1Q 62,159 株 2019年3月期 62,159 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期1Q 13,767,841 株 2019年3月期1Q 13,767,841 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。
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1.当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、米中貿易摩擦の長期化や海外経済の減速などの不安要素を抱

え、先行き不透明な状況で推移しました。液晶を始めとするフラットパネルディスプレイ(FPD)の分野におきまして

は、FPDメーカーの設備投資が慎重な動きとなり、厳しい受注環境が続きました。

　このような環境の中、当社グループでは、製品開発、販売拡大により事業基盤の強化を図ってまいりました。こ

の結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高430百万円（前年同四半期比4.4％減）、営業損失39百万

円（前年同四半期は営業損失126百万円）、経常損失43百万円（前年同四半期は経常損失130百万円）、親会社株主

に帰属する四半期純損失は44百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失133百万円）となりまし

た。

　セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

　日本セグメントでは、主力製品である画像処理外観検査装置の売上が伸び悩みましたが、売上原価の改善により

損失が減少しました。この結果、売上高は279百万円（前年同四半期比1.6％増）、セグメント損失は22百万円（前

年同四半期はセグメント損失128百万円）となりました。

　米国セグメントでは、CAD/CAMソフト等の売上が増加しましたが、売上原価の増加により損失が増加しました。こ

の結果、売上高は98百万円（前年同四半期比13.8％増）、セグメント損失は33百万円（前年同四半期はセグメント

損失6百万円）となりました。

　韓国セグメントでは、画像処理外観検査装置の売上が減少しました。この結果、売上高は52百万円（前年同四半

期比40.9％減）、セグメント利益は1百万円（前年同四半期比70.5％減）となりました。

(2)財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ11百万円減少しました。流動資産は現

金預金の減少62百万円、売上債権の減少12百万円、棚卸資産の増加72百万円などにより、10百万円減少しました。

固定資産はほぼ変動がありませんでした。

　負債は、前連結会計年度末に比べ57百万円増加しました。流動負債は仕入債務の増加34百万円、短期借入金の増

加30百万円などにより、119百万円増加しました。固定負債は長期借入金の減少などにより、61百万円減少しまし

た。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失44百万円の計上などにより、純資産合計が69百万円減少しまし

た。

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年５月15日発表の業績予想に変更はありません。
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2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,260,197 2,198,108

受取手形及び売掛金 736,530 803,042

電子記録債権 81,793 2,422

商品及び製品 8,259 8,784

仕掛品 175,784 249,626

原材料及び貯蔵品 42,142 40,040

その他 61,531 54,809

貸倒引当金 △24,180 △25,082

流動資産合計 3,342,060 3,331,752

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 35,562 34,969

その他（純額） 31,977 29,138

有形固定資産合計 67,539 64,108

無形固定資産

ソフトウエア 158,975 160,975

その他 2,285 2,285

無形固定資産合計 161,260 163,260

投資その他の資産

繰延税金資産 1,027 1,013

その他 28,793 28,914

貸倒引当金 △238 △207

投資その他の資産合計 29,582 29,721

固定資産合計 258,383 257,090

資産合計 3,600,443 3,588,842

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 266,251 300,763

短期借入金 645,424 675,424

未払法人税等 9,645 3,883

賞与引当金 9,540 3,825

関係会社整理損失引当金 32,430 32,430

その他 343,810 410,491

流動負債合計 1,307,102 1,426,818

固定負債

長期借入金 901,864 839,864

繰延税金負債 6,120 5,674

退職給付に係る負債 50,652 51,879

その他 7,677 6,962

固定負債合計 966,314 904,381

負債合計 2,273,416 2,331,199
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,951,750 1,951,750

利益剰余金 △576,694 △620,820

自己株式 △81,717 △81,717

株主資本合計 1,293,338 1,249,211

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △747 △1,169

為替換算調整勘定 34,435 9,600

その他の包括利益累計額合計 33,688 8,431

純資産合計 1,327,026 1,257,643

負債純資産合計 3,600,443 3,588,842
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 450,503 430,719

売上原価 349,825 258,717

売上総利益 100,677 172,002

販売費及び一般管理費 226,859 211,420

営業損失（△） △126,181 △39,418

営業外収益

受取利息 21 82

受取配当金 45 83

受取賃貸料 277 -

その他 54 118

営業外収益合計 398 283

営業外費用

支払利息 3,139 2,934

為替差損 1,297 1,084

その他 - 3

営業外費用合計 4,437 4,022

経常損失（△） △130,221 △43,156

税金等調整前四半期純損失（△） △130,221 △43,156

法人税等 2,890 969

四半期純損失（△） △133,111 △44,126

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △133,111 △44,126
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純損失（△） △133,111 △44,126

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △110 △422

為替換算調整勘定 31,265 △24,834

その他の包括利益合計 31,154 △25,256

四半期包括利益 △101,956 △69,383

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △101,956 △69,383

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　税金費用の計算

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６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

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 米国 韓国

売上高

外部顧客への売上高 275,327 86,798 88,378 450,503

セグメント間の内部売上高
又は振替高

15,363 3,306 12,817 31,487

計 290,690 90,104 101,196 481,991

セグメント利益又は損失(△) △128,058 △6,144 6,534 △127,668
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2．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

損失 金額

報告セグメント計 △127,668

セグメント間取引消去 1,326

内部利益の調整額 △2,472

貸倒引当金の調整額 2,632

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △126,181

3．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６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

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 米国 韓国

売上高

外部顧客への売上高 279,701 98,791 52,226 430,719

セグメント間の内部売上高
又は振替高

38,994 ― 4,500 43,494

計 318,695 98,791 56,726 474,214

セグメント利益又は損失(△) △22,666 △33,362 1,929 △54,098

2．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

損失 金額

報告セグメント計 △54,098

セグメント間取引消去 1,293

内部利益の調整額 △3,850

貸倒引当金の調整額 17,238

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △39,418

3．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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