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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20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 ％

21年6月期第1四半期 1,217 ― △691 ― △699 ― △453 ―

20年6月期第1四半期 2,916 △6.7 525 △50.0 528 49.7 317 49.2

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6月期第1四半期 △40.26 ―

20年6月期第1四半期 27.36 26.47

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6月期第1四半期 21,294 12,245 57.3 1,082.72
20年6月期 22,268 13,292 59.5 1,176.67

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  12,194百万円 20年6月期  13,241百万円

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  有  
 

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6月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 30.00 30.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 4,130 △37.6 △485 ― △500 ― △350 ― △31.07

通期 11,200 △20.8 160 △94.8 140 △95.6 40 △97.9 3.55

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、４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) 四半期連結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（四半期連結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、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料における業績予想は、本資料の発表日現在においての将来の事業環境の動向、競合状況、為替変動等に関する予想を前提としており、実際の業績は、今後
様々な要因により、業績予想と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページをご参照ください。 
２．当連結会計年度より「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」（企業会計基準第14号）を適
用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  11,785,800株 20年6月期  11,785,800株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  522,628株 20年6月期  522,628株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  11,263,172株 20年6月期第1四半期  11,606,509株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間は、米国の金融市場における信用収縮に端を発した世界同時不況に見舞われ始めました。

当社グループの主要販売先である半導体業界においても、その中にあって、メモリー価格の回復が見られず、先行き

不透明感から設備投資を控える動きが広がり、受注は低調な状況を余儀なくされました。

　一方、ＦＰＤ業界においても、パネル価格の下落、供給過剰懸念の現出により、受注は低調に推移しました。

　こうした状況の下、当第１四半期連結会計期間の売上高は12億17百万円となりました。当社グループといたしまし

ては、引き続き顧客ニーズに合致した新技術・新製品の開発を積極的に行うとともに、納期の短縮、検収期間の短縮

に努めてまいります。

　製品部門別に見ますと、半導体関連装置が１億89百万円、ＦＰＤ関連装置が６億69百万円、レーザー顕微鏡が95百

万円となりました。

　連結損失については、営業損失６億91百万円、経常損失６億99百万円、四半期純損失は４億53百万円となりました。

 

２．連結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１四半期連結会計期間末における総資産は212億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億74百万円減少い

たしました。資産の減少の主な要因は売上債権が11億59百万円減少したことなどによるものであります。　

　負債につきましては、当第１四半期連結会計期間末残高は90億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ72百万円

増加いたしました。これは主に、未払法人税の減少が７億60百万円あったものの、短期借入金が６億円増加したこと、

買掛金が２億80百万円増加したことによるものであります。

　株主資本につきましては、当第１四半期連結会計期間末残高は122億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億

16百万円減少いたしました。これは四半期純損失を４億53百万円計上したこと、剰余金の配当を５億63百万円実施し

たことによるものであります。

　株主資本に評価・換算差額等及び新株予約権を加えた純資産合計は122億45百万円となり、また自己資本比率は

57.3％となりました。

　

　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ10

億78百万円減少し、17億77百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　営業活動の結果使用した資金は９億99百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失７億38百万円、

たな卸資産の増加７億85百万円、及び法人税等の支払額７億61百万円などの資金減少要因が売上債権の減少11億43百

万円などの資金増加要因を上回ったこと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）

　投資活動の結果使用した資金は67百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出29百万円及び

有形固定資産の取得による支出20百万円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）

　財務活動の結果得られた資金は36百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増６億円及び配当金の支払額

５億63百万円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　世界経済は、米国サブプライム危機以降成長が鈍化し、米国を始めとする一部地域においては、景気の後退局面に

差し掛かっており、今後も予測困難な状況が続くことが想定されます。

　半導体業界においても市場環境は厳しく、ＤＲＡＭ、フラッシュメモリー等の需給バランス悪化により、設備投資

抑制の動きが想定以上に強まってきております。一方、ＦＰＤ業界においても、パネルの供給過剰懸念から投資の抑

制が継続されることが予想されます。

　当第１四半期連結会計期間は予定通りの進捗ではありましたが、このような状況を勘案した結果、平成20年８月14

日に公表した連結業績予想を以下の通り修正いたします。修正理由の詳細につきましては、本日同時に発表している

「業績予想及び配当予想の修正について」をご覧ください。

　こうした厳しい状況のもと、当社は積極的な新製品の開発と新しい顧客の開拓に努めてまいります。積極的な販売

活動を継続する一方、削減可能な経費の圧縮に取り組み、修正計画の達成に全力をあげてまいります。

 

　（１）第２四半期連結累計期間（平成20年７月１日～平成20年12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％は四捨五入、百万円未満は切捨て）

 売上高 営業利益　 経常利益　 当期純利益　

　前回予想(A) 5,400 320 320 200

　今回修正(B) 4,130 △485 △500 △350

　増減額(B-A) △1,270 △805 △820 △550

　増減率(％) △23.5 － － －

 

　　（２）通期（平成20年７月１日～平成21年６月30日）

　                                                             　 　（％は四捨五入、百万円未満は切捨て）

 売上高 営業利益　 経常利益　 当期純利益　

　前回予想(A) 14,300 2,710 2,700 1,700

　今回修正(B) 11,200 160 140 40

増減額（B-A) △3,100 △2,550 △2,560 △1,660

増減額（％) △21.7 △94.1 △94.8 △97.6
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４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。

　

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　　　（固定資産の減価償却費の算定方法）

　　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法に

よっております。

（３）四半期連結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会計処理基準に関する事項の変更　

　　　　１．四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用　

　　　　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）

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　平成19年３月14日）

を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　２．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　　　「棚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）を当第１四半期連結会

計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

に変更しております。

　　　　これによる損益に与える影響はありません。

　　３．リース取引に関する会計基準の適用

　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること

ができることとなったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

　　　　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　　　　これによる損益に与える影響はありません。

　　４．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　　　　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成

18年５月17日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

　　　　これによる損益に与える影響はありません。

　　　②追加情報　

　　　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社は、法人税法の改正を契機として有形固定資産の利用状況等を見直した結果、機械装置について当第

１四半期連結会計期間よりその耐用年数を変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,778,415 2,857,125

受取手形及び売掛金 3,915,305 5,074,310

原材料 701,535 408,437

仕掛品 4,169,381 3,683,121

繰延税金資産 587,666 326,976

その他 795,541 541,213

貸倒引当金 △9,708 △5,345

流動資産合計 11,938,137 12,885,839

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,214,998 3,284,557

機械装置及び運搬具（純額） 69,875 73,124

工具、器具及び備品（純額） 277,361 301,992

土地 4,312,487 4,312,487

有形固定資産合計 7,874,723 7,972,161

無形固定資産合計 23,578 1,823

投資その他の資産   

投資有価証券 208,346 182,983

長期未収入金 653,440 653,440

繰延税金資産 355,630 334,632

その他 240,330 237,742

投資その他の資産合計 1,457,747 1,408,798

固定資産合計 9,356,049 9,382,783

資産合計 21,294,186 22,268,622



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 868,399 588,253

短期借入金 600,000 －

未払法人税等 20,221 781,171

前受金 1,188,772 1,136,718

賞与引当金 132,591 －

役員賞与引当金 － 116,600

製品保証引当金 148,846 191,302

その他 780,381 843,300

流動負債合計 3,739,213 3,657,346

固定負債   

新株予約権付社債 5,000,000 5,000,000

長期未払金 60,400 60,400

繰延税金負債 1,729 1,787

退職給付引当金 247,054 226,360

その他 － 30,000

固定負債合計 5,309,183 5,318,548

負債合計 9,048,397 8,975,895

純資産の部   

株主資本   

資本金 931,000 931,000

資本剰余金 1,080,360 1,080,360

利益剰余金 11,258,552 12,275,248

自己株式 △993,865 △993,865

株主資本合計 12,276,046 13,292,743

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,769 △5,469

為替換算調整勘定 △85,944 △45,463

評価・換算差額等合計 △81,174 △50,933

新株予約権 50,917 50,917

純資産合計 12,245,789 13,292,727

負債純資産合計 21,294,186 22,268,622



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,217,531

売上原価 894,695

売上総利益 322,835

販売費及び一般管理費 1,014,293

営業損失（△） △691,457

営業外収益  

受取利息 4,173

受取配当金 876

その他 3,818

営業外収益合計 8,867

営業外費用  

支払利息 993

為替差損 15,220

その他 440

営業外費用合計 16,654

経常損失（△） △699,244

特別損失  

固定資産処分損 270

投資有価証券評価損 39,302

特別損失合計 39,573

税金等調整前四半期純損失（△） △738,818

法人税、住民税及び事業税 4,466

法人税等調整額 △289,747

法人税等合計 △285,280

四半期純損失（△） △453,537



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20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（△） △738,818

減価償却費 117,311

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,461

賞与引当金の増減額（△は減少） 132,591

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △116,600

製品保証引当金の増減額（△は減少） △41,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,251

受取利息及び受取配当金 △5,049

支払利息 993

為替差損益（△は益） 29,213

有形固定資産処分損益（△は益） 270

投資有価証券評価損益（△は益） 39,302

売上債権の増減額（△は増加） 1,143,879

たな卸資産の増減額（△は増加） △785,848

立替金の増減額（△は増加） △438,134

仕入債務の増減額（△は減少） 264,455

前受金の増減額（△は減少） 53,056

その他 73,659

小計 △244,805

利息及び配当金の受取額 8,293

利息の支払額 △975

法人税等の支払額 △761,754

営業活動によるキャッシュ・フロー △999,242

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 △20,829

投資有価証券の取得による支出 △29,932

その他 △17,118

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,880

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） 600,000

配当金の支払額 △563,158

財務活動によるキャッシュ・フロー 36,841

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,078,441

現金及び現金同等物の期首残高 2,855,496

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,777,054



（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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（要約）四半期連結損益計算書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　　

科目

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年７月１日

　　至　平成19年９月30日）

金額

Ⅰ　売上高 2,916,471

Ⅱ　売上原価 1,433,268

売上総利益 1,483,202

Ⅲ　販売費及び一般管理費 957,701

営業利益 525,501

Ⅳ　営業外収益  

　受取利息 9,995

　保険満期返戻金 4,918

　その他 1,263

　計 16,177

Ⅴ　営業外費用  

　自己株式買付手数料 2,383

　投資有価証券売却損 7,392

　為替差損 3,130

　その他 0

　計 12,906

経常利益 528,772

Ⅵ　特別利益  

　貸倒引当金戻入額 899

　計 899

Ⅶ　特別損失  

　固定資産処分損 33

　計 33

税金等調整前四半期純利益 529,639

税金費用 212,028

四半期純利益 317,610

－ 2 －
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