
平成21年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 
平成20年7月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ニューフレアテクノロジー 上場取引所 JQ 
コード番号 6256 URL http://www.nuflare.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 三浦康明
問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名） 天明郁夫 TEL 045-471-1982

四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日

1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(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 ％

21年3月期第1四半期 709 ― △1,147 ― △1,217 ― △1,327 ―
20年3月期第1四半期 5,845 ― 438 ― 443 ― 251 ―

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

21年3月期第1四半期 △13,271.38 ―
20年3月期第1四半期 2,584.63 ―

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

21年3月期第1四半期 31,711 7,687 24.2 76,870.22
20年3月期 34,629 9,064 26.2 90,641.60

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,687百万円 20年3月期  9,064百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 500.00 500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 1,500.00 1,500.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期累計期間 8,500 ― △600 ― △800 ― △800 ― △8,000.00
通期 29,000 44.4 2,000 143.6 1,600 209.5 800 689.8 8,000.00

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  100,000株 20年3月期  100,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  100,000株 20年3月期第1四半期  97,473株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、米国の景気後退懸念や世界的な金融市場の低迷により、景

気の下振れリスクが高まっております。更に、原油・原材料価格の高騰等の影響もあり、企業の設

備投資意欲は低調に推移しております。 

当社の関連する半導体業界におきましても、前事業年度から続くＤＲＡＭ等メモリー価格の低迷

を主因として、半導体メーカー等における設備投資は様子見的な状況が続いております。 

 このような環境のなか、当第１四半期における売上高につきましては、709 百万円、営業損失 1,147

百万円、経常損失 1,217 百万円、第１四半期純損失 1,327 百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 １．資産、負債及び純資産の状況 

    当第１四半期末の資産につきましては、前事業年度末に比べ 2,917 百万円減少し、31,711

   百万円となりました。主な要因は、売掛金の減少 4,460 百万円、現金及び預金の減少 1,403 

   百万円等に対して、仕掛品の増加 2,231 百万円等が相殺されたことによります。 

    負債につきましては、前事業年度末に比べ 1,540 百万円減少し、24,024 百万円となりまし

   た。主な要因は、支払手形の減少 664 百万円、買掛金の減少 611 百万円等によります。 

    純資産につきましては、前事業年度末に比べ 1,377 百万円減少し、7,687 百万円となりまし

   た。主な要因は、第１四半期純損失 1,327 百万円によります。 

 ２．キャッシュ・フローの状況 

    当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前事業年度

   末に比べ 1,403 百万円減少し、1,077 百万円となりました。当第１四半期における各キャッシ

   ュ・フローの状況は、次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１四半期において営業活動の結果使用した資金は、983 百万円となりました。これは

    主に、税引前四半期純損失 1,230 百万円、たな卸資産の増加 2,231 百万円、仕入債務 

    の減少 1,107 百万円等に対し、売上債権の減少 3,672 百万円が相殺されたことによります。

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

     当第１四半期において投資活動の結果使用した資金は、369 百万円となりました。これは

    主に、有形固定資産の取得による支出 354 百万円によります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     当第１四半期において財務活動の結果使用した資金は、50 百万円となりました。これは、

    配当金の支払 50 百万円によります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

   平成 20 年５月 14 日に公表いたしました業績予想につきましては、現時点において変更はござ

 いません。 

 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 １．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半 

   期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しており

   ます。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

   通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっており

   ましたが、当第１四半期会計期間より「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

   第９号 平成 18 年７月５日）が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価

   額については収益の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

   これにより、売上総利益、営業利益及び経常利益が３百万円減少し、税引前四半期純利益が

16 百万円減少しております。 

 ３．有形固定資産の耐用年数の変更 

   当社の機械装置の耐用年数については、当第１四半期会計期間より、法人税法の改正を契機

   として見直しを行い、10 年から９年に変更しております。この結果、売上総利益は７百万円

減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ８百万円減少しておりま

す。 
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５．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

   当第１四半期会計期間末 

（平成 20 年６月 30 日） 

前事業年度末に係る要約貸借対照表

（平成 20 年３月 31 日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,077,531 2,480,845 

  受取手形及び売掛金 3,966,849 7,638,900 

  製品 909,132 909,132 

  仕掛品 18,880,221 16,648,877 

  その他 1,264,305 1,100,067 

  流動資産合計 26,098,041 28,777,824 

 固定資産   

  有形固定資産 5,015,228 5,192,700 

  無形固定資産 205,574 208,675 

  投資その他の資産 392,954 450,116 

  固定資産合計 5,613,757 5,851,492 

 資産合計 31,711,799 34,629,316 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 6,255,486 7,531,551 

  短期借入金 12,500,000 12,500,000 

  製品保証引当金 55,306 68,279 

  その他 1,265,790 1,555,811 

  流動負債合計 20,076,583 21,655,641 

 固定負債   

  長期借入金 3,000,000 3,000,000 

  退職給付引当金 915,766 879,761 

  役員退職慰労引当金 32,427 29,753 

  固定負債合計 3,948,193 3,909,515 

 負債合計 24,024,777 25,565,156 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,523,000 5,523,000 

  資本剰余金 1,023,000 1,023,000 

  利益剰余金 1,141,021 2,518,160 

  株主資本合計 7,687,021 9,064,160 

 純資産合計 7,687,021 9,064,160 

 負債純資産合計 31,711,799 34,629,316 
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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 20 年４月１日 

   至 平成 20 年６月 30 日） 

 

売上高 709,614  

売上原価 414,167  

売上総利益 295,446  

販売費及び一般管理費 1,443,025  

営業損失（△） △1,147,579  

営業外収益   

 外国税額還付金 10,518  

 受取賃貸料 6,634  

 その他 2,285  

 営業外収益合計 19,438  

営業外費用   

 支払利息 63,085  

 その他 26,565  

 営業外費用合計 89,651  

経常損失（△） △1,217,792  

特別損失   

 たな卸資産評価損 12,856  

 特別損失合計 12,856  

税引前四半期純損失（△） △1,230,648  

法人税、住民税及び事業税 2,012  

法人税等調整額 94,477  

法人税等合計 96,489  

四半期純損失（△） △1,327,138  
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(3) ［四半期キャッシュ・フロー計算書］ 

                                             （単位：千円） 

   当第１四半期累計期間 

   （自 平成 20 年４月 １日 

   至 平成 20 年６月 30 日）

 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △1,230,648  

 減価償却費 212,843  

 長期前払費用償却額 37,500  

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △12,973  

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,004  

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,673  

 支払利息 63,085  

 売上債権の増減額（△は増加） 3,672,050  

 前受金の増減額（△は減少） 166,005  

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,231,344  

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,107,899  

 未収消費税等の増減額（△は増加） △155,514  

 その他 △334,815  

小計 △883,031  

 利息の支払額 △64,539  

 法人税等の支払額 △36,122  

 営業活動によるキャッシュ・フロー △983,693  

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 △354,545  

 有形固定資産の売却による収入 4,269  

 無形固定資産の取得による支出 △10,339  

 その他 △9,004  

 投資活動によるキャッシュ・フロー △369,620  

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △50,000  

 財務活動によるキャッシュ・フロー △50,000  

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,403,314  

現金及び現金同等物の期首残高 2,480,845  

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,077,531  
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表 

 （1）（要約）四半期損益計算書 

   前第１四半期累計期間（平成 19 年４月１日～６月 30 日） 

              （単位：千円） 

前年同四半期 

（平成 20 年３月期 

 第１四半期）

科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 5,845,165

Ⅱ 売上原価 3,651,932

売上総利益 2,193,233

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,754,515

営業利益 438,717

Ⅳ 営業外収益 59,080

Ⅴ 営業外費用 54,009

経常利益 443,788

Ⅵ 特別損失 19,754

税引前四半期純利益 424,034

税金費用 172,386

四半期純利益 251,647
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（2）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

   前第１四半期累計期間（平成 19 年４月１日～６月 30 日） 

                     （単位：千円） 

前年同四半期 

（平成 20 年３月期 
 

 第１四半期） 

区  分 金  額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 424,034

減価償却費 139,855

長期前払費用償却額 62,499

有形固定資産除却損 53

製品保証引当金の増加額 362

退職給付引当金の増加額 52,101

役員退職慰労引当金の増加額 21,675

支払利息 41,106

売上債権の減少額 631,606

前受金の増加額 589,441

たな卸資産の増加額 △1,100,708

仕入債務の増加額 602,320

未収消費税等の減少額 166,559

その他 583,987

小  計 2,214,896

利息の支払額 △36,833

法人税等の支払額 △692,468

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,485,593

Ⅱ 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 △1,845,771

無形固定資産の取得による支出 △29,780

その他 △11,022

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,886,573

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
株式発行による収入 2,046,000

配当金の支払額 △225,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,821,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,420,020

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,740,784

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 4,160,805

 

 

- 9 -




