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平成 21 年 7 月期の業績予想の修正について(補足) 

 

平成 20 年 12 月 10 日付で発表いたしました当社平成 21 年 7月期(平成 20 年 8 月 1日～平

成 21 年 7月 31 日)の業績予想の修正に関するお知らせにつきまして、下記のとおり補足いた

します。 

 

記 

 修正理由の補足 

 

(1) 第２四半期累計期間業績予想の修正について 

当期は、前期末の受注残高 1,752 百万円を受けてスタートし、前期に引続き海外向けの

好調を予想し、通期の受注獲得計画を国内向け 3,900 百万円、海外向け 2,100 百万円の合

計 6,000 百万円といたしました。国内外ともに 9月まではほぼ当初予想通りに推移いたし

ておりましたが、10 月以降国内外ともに半導体等電子部品業界各社の設備投資計画の見直

しにより、新規受注環境に縮小傾向が強まり、第 1四半期の受注高は予想比 347 百万円減

の 1,153 百万円となりました。このような経済環境の中、当社の第 1四半期は、売上高ベ

ースでは前期に引続きアジア市場、特に台湾市場のオプトエレクトロニクス分野向けのエ

ッチング装置の輸出は好調でしたが、上記の受注環境の悪化により電子部品分野での国内

販売が落込み 1,216 百万円と予想比 184 百万円の未達となりました。利益ベースでは、営

業利益は 195 百万円となりましたが、急激な円高のため外貨預金で為替差損が 35 百万円発

生し、経常利益は 160 百万円に止まりました。第１四半期純利益は、当社が商標権等の侵

害差止め並びに損害賠償請求訴訟を提起しておりました株式会社ＳＵＭＣＯよりの和解金

１億円の受領により 148 百万円となりました。 

       こうした状況下、第２四半期に入り第 1 四半期後半からの米国のサブプライム住宅ロー

ン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱による景気後退が更に悪化するものの、短納

期の小型洗浄装置や小型エッチング装置の販売により第 1 四半期の売上高の減少は取戻せ

る見込みでありますが、ＬＥＤデバイスメーカーの設備投資の見直しが更に強まり、大型

エッチング装置やＣＶＤ装置の出荷が前期好調の台湾向けで約 300 百万円、国内向けで約

180 百万円、合計約 480 百万円が第３四半期へずれ込み売上が減少する見込みとなりまし

た。営業利益につきましては、売上高の減少により当初予想を 155 百万円下回る 357 百万

円、経常利益につきましては、当初予想を 180 百万円下回る 322 百万円となる見通しです。

純利益につきましても、当初予想比 50 百万円減少の 241 百万円となる見通しで、第２四半

期累計期間の業績予想を以上のとおり修正いたしました。 

 

(2)  通期の業績予想の修正について 

通期の業績予想につきましても、上期からのずれ込み分が約 480 百万円見込まれるもの

の、第２四半期以降新規の受注環境が一層厳しさを増す見込みから受注獲得計画も大幅な 

－　1　－



 
 

                             
 

引下げを余儀なくされ、通期の売上高は当初予想の 5,800 百万円から 4,210 百万円(海外売

上高においては、2,030 百万円から 1,470 百万円)へ変更いたしました。品目別売上高の予

想では、エッチング装置が設備投資の見直しによる既存タイプの需要減に加えて今期発表い

たしました新製品のＬＥＤ製造用の大型エッチング装置の業績への寄与(140百万円)を下期

初めに見込んでおりましたが設備投資の削減により今期内に見込めないことから期初予想

の 3,300 百万円を 2,300 百万円へ変更いたします。ＣＶＤ装置につきましても同様に設備投

資の見直しによる既存タイプの需要減に加えて台湾市場向けに前期末に市場投入いたしま

したＬＥＤ製造用のＭＯＣＶＤ装置も業績への寄与(200百万円)が設備投資の削減により今

期内に見込めないことから 1,360 百万円を 910 百万円へ変更いたします。その他は部品需要

の減少見込みから 640 百万円を 450 百万円へ変更いたします。一方、洗浄装置は研究開発用

途での幅広い需要により 500 百万円から 550 百万円となる見込みであります。上記のとおり

国内向けには電子部品用途、ＬＥＤ用途のエッチング装置を中心に売上高が 1,030 百万円減

少見込みであり、海外向けではＬＥＤ製造用途でエッチング装置およびＣＶＤ装置が共に減

少し売上高は 560 百万円減となる見込みであります。営業利益につきましては、売上高の減

少により当初予想を 610 百万円下回る 410 百万円、経常利益につきましては、当初予想を

600 百万円下回る 400 百万円となる見通しです。当期純利益につきましても、上記の影響に

より当初予想比 293 百万円減少の 287 百万円となる見通しであります。  

 

(通期の品目別売上高予想)  

                                                                       (単位：百万円) 

 
エッチング 

装置 
ＣＶＤ装置 洗浄装置 その他 合計 

前回予想(Ａ) 3,300 1,360 500 640 5,800

今回修正(Ｂ) 2,300 910 550 450 4,210

増減額(Ｂ－Ａ) △1,000 △450 50 △190 △1,590

増減率 △30.3％ △33.1％ 10.0％ △29.7％ △27.4％

(ご参考)前期実績 

平成20年 7月期 
3,255 1,074 393 549 5,271

 

 

以上 
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(ご参考) 

１． 第２四半期累計期間 (平成 20 年 8 月 1日～平成 21 年 1月 31 日) 業績予想の修正 

                                                                       (単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想(Ａ) 2,900 512 502 291

今回修正(Ｂ) 2,420 357 322 241

増減額(Ｂ－Ａ) △480 △155 △180 △50

増減率 △16.6％ △30.3％ △35.9％ △17.2％

(ご参考)前期実績 

平成20年 7月期中間 
2,458 451 426 245

 

  

２． 通期 (平成 20 年 8月 1日～平成 21 年 7月 31 日) 業績予想の修正 

                                                                       (単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想(Ａ) 5,800 1,020 1,000 580

今回修正(Ｂ) 4,210 410 400 287

増減額(Ｂ－Ａ) △1,590 △610 △600 △293

増減率 △27.4％ △59.8％ △60.0％ △50.5％

(ご参考)前期実績 

平成20年 7月期 
5,271 897 872 494
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