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1.  平成21年8月期第1四半期の業績（平成20年9月1日～平成20年11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8月期第1四半期 494 ― △128 ― △84 ― △52 ―
20年8月期第1四半期 196 △43.6 △18 ― △21 ― △13 ―

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8月期第1四半期 △2,845.34 ―
20年8月期第1四半期 △1,485.55 ―

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8月期第1四半期 4,826 1,279 26.3 68,629.94
20年8月期 4,317 1,328 30.7 71,475.29

（参考） 自己資本  21年8月期第1四半期  1,270百万円 20年8月期  1,322百万円

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8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8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 1,652 ― △65 ― △95 ― △95 ― ―
通期 4,650 297.4 215 ― 155 ― 93 ― 5,025.39

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  有  

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期 18,506株 20年8月期 18,506株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期 ―株 20年8月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第1四半期 18,506株 20年8月期第1四半期 9,248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。なお、上記予想に関する事項は添付資料２ページをご参照ください。 
  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。  
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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１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出と設備投資は減少し、生産と企業収益においては大幅に減少し

ています。また、雇用情勢は急速に悪化しつつあります。おおむね横ばいに推移していた個人消費も足下で弱い動き

がみられるなど、米国発の世界的な金融危機が深刻化したことで、世界景気は一層悪化の様相を呈してまいりました。

太陽電池業界では、欧州の政策需要の高まりや米国次期政権のグリーン・ニューディール政策などにより注目を浴

びていますが、経済環境の急変による資金調達の問題により、新興パネルメーカーでは予定していた設備投資を抑制

する動きが見受けられます。液晶パネル業界では、国内外液晶パネルメーカーが次世代に向けた大型設備投資に向け

て動き始めていましたが、パソコンやデジタル家電の需要不振から生産調整が始まる中、大型設備投資の延期が発生

しています。半導体業界では、DRAMやフラッシュメモリなどの価格下落などによる生産調整により、半導体メーカー

の設備投資の回復が当初の予想より遅れています。

このような経済環境の中、当社においては、装置組立事業の太陽電池分野で新規受注が一時停止していますが、遅

れていた製造装置出荷が始まりました。液晶分野では、国内液晶パネルメーカー向けの第10世代ガラス基板の製造装

置の受注と生産が進みました。　　

精密切削加工事業の太陽電池分野では、そのほとんどが一括受注として装置組立事業に計上されますが、一部国内

太陽電池パネルメーカー向けの装置部品が出荷されました。液晶分野では、第10世代ガラス基板向けの製造装置部品

の生産が高水準で推移しました。半導体分野では、在庫調整の影響もあり売上が伸び悩み販売実績は前年並みとなり

ました。総じて、液晶ディスプレイ業界の市場環境の好転を受けて、売上高は四半期単位で過去最高を達成しました。

利益面につきましては、売上高の約40％を占める装置組立事業で初号機組立にかかる立ち上げ費用と円高による実

質的な受注額の減少が利益を圧迫しました。また、関東事業所の主な顧客が低迷する半導体製造装置分野に属するこ

とから依然として受注が伸び悩んでおり、利益の計上には至りませんでした。　

当第１四半期会計期間における円高等の影響を受けて、たな卸資産に評価減が発生しました。また、円高に伴い、

米ドル建ての買掛金と決済用外貨預金を主因とした為替差益が50百万円発生しました。

この結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高は494百万円(対前年同四半期増減率152.2％)、営業損失は128百

万円(前年同四半期の営業損失は18百万円)、経常損失は84百万円(前年同四半期の経常損失は21百万円)、四半期純損

失52百万円(前年同四半期純損失は13百万円)となりました。

（注）当四半期会計期間と前年同四半期会計期間では適用される会計基準が異なっておりますが、参考情報として対

前年同四半期増減率を記載しております。　

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間末の総資産は、装置組立事業の部品調達及び切削加工等によるたな卸資産の増加、設備投

資による固定資産の増加等により前期末比509百万円増の4,826百万円となりました。有利子負債は、前期末比623百

万円増の2,937百万円となりました。純資産は第１四半期純損失となったため、前期末比49百万円減の1,279百万円

となり、自己資本比率は26.3％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期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、前事業年度末と比べ152百万

円減少し、189百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により減少した資金は、283百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失84百万円、売上債権

の増加額134百万円、たな卸資産の増加額244百万円、法人税等の支払額43百万円による減少と減価償却費127百万円、

仕入債務の増加額97百万円による増加の結果であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により減少した資金は、502百万円となりました。これは主に、熊本事業所の加工工場増設に伴う建物及

び機械装置等の有形固定資産の取得による支出499百万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）

財務活動により増加した資金は、637百万円となりました。これは主に、熊本事業所の設備資金として調達した長

期借入380百万円及び装置組立事業の運転資金として調達した短期借入341百万円による増加と、長期借入金の返済82

百万円による減少の結果であります。

３．業績予想に関する定性的情報

当第１四半期会計期間の業績は円高による影響が出ている他は、予定に近く推移しております。しかしながら、本

日開示の「平成20年12月度 月次受注残高についてのお知らせ」でお知らせしたように、装置組立事業において受注
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キャンセルが発生しております。これは当社直接顧客や薄膜系太陽電池市場の問題ではなく、昨今の金融不安により

パネルメーカーで資金調達が困難になったことが原因の模様です。他メーカーにおいては、現時点で資金調達の問題

は生じていない模様です。また、当社顧客と他案件への受注振替の交渉もいたしましたが、当月内には追加受注に至

らず、キャンセルのみの発生となりました。当社顧客との契約において、キャンセル案件について当社の負担した費

用は支払われることになっており、受注キャンセルによる直接の損失は発生しない見通しです。なお、同受注のキャ

ンセルを含む市場環境と円高による業績への影響は未確定の状況です。

今後の見通しについては現在算定中であり現時点では平成20年10月８日に公表いたしました業績予想から変更して

おりませんが、修正が必要と判断された場合には速やかに開示いたします。　

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

① 簡便な会計処理

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 　

貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において

算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積額を算定しております。

・棚卸資産の評価方法

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を実施せず、前事業年度末の実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

・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事業年度に係わる減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として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「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）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

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」等の適用　

　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

後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期

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・リースについては、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。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11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 189,990 342,471

受取手形及び売掛金 701,593 567,102

製品 4,126 13,764

原材料 520 1,841

未着原材料 58,170 25,720

仕掛品 642,363 419,384

その他 217,750 204,305

貸倒引当金 △499 △364

流動資産合計 1,814,017 1,574,226

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 760,272 669,339

構築物（純額） 42,827 44,692

機械及び装置（純額） 1,478,197 1,317,639

車両運搬具（純額） 14,817 14,075

工具、器具及び備品（純額） 14,349 13,658

土地 520,338 487,284

リース資産（純額） 23,600 －

建設仮勘定 138,141 177,306

有形固定資産合計 2,992,543 2,723,996

無形固定資産 17,354 15,688

投資その他の資産 3,071 3,524

固定資産合計 3,012,968 2,743,209

資産合計 4,826,986 4,317,436

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 446,368 348,853

短期借入金 526,112 200,000

1年内返済予定の長期借入金 357,220 319,216

未払法人税等 1,944 45,546

賞与引当金 － 6,000

受注損失引当金 4,000 32,000

その他 88,881 189,605

流動負債合計 1,424,527 1,141,221

固定負債   

長期借入金 2,054,127 1,795,102

その他 68,866 52,516

固定負債合計 2,122,993 1,847,618
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

負債合計 3,547,520 2,988,839

純資産の部   

株主資本   

資本金 507,400 507,400

資本剰余金 497,400 497,400

利益剰余金 265,265 317,921

株主資本合計 1,270,065 1,322,721

新株予約権 9,400 5,875

純資産合計 1,279,466 1,328,596

負債純資産合計 4,826,986 4,317,436
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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９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 494,605

売上原価 552,693

売上総損失（△） △58,087

販売費及び一般管理費 70,683

営業損失（△） △128,771

営業外収益  

受取利息 33

為替差益 50,897

その他 2,077

営業外収益合計 53,008

営業外費用  

支払利息 8,585

その他 376

営業外費用合計 8,961

経常損失（△） △84,725

税引前四半期純損失（△） △84,725

法人税、住民税及び事業税 1,060

法人税等還付税額 △1,167

法人税等調整額 △31,962

法人税等合計 △32,069

四半期純損失（△） △52,655
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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９月１日 
 至 平成20年11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（△） △84,725

減価償却費 127,851

貸倒引当金の増減額（△は減少） 135

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △28,000

株式報酬費用 3,525

受取利息及び受取配当金 △33

支払利息 8,585

為替差損益（△は益） △10,397

売上債権の増減額（△は増加） △134,491

たな卸資産の増減額（△は増加） △244,469

仕入債務の増減額（△は減少） 97,515

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,704

その他 38,278

小計 △228,522

利息及び配当金の受取額 48

利息の支払額 △11,859

法人税等の支払額 △43,200

営業活動によるキャッシュ・フロー △283,533

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 △499,265

無形固定資産の取得による支出 △3,212

従業員に対する貸付金の回収による収入 343

投資活動によるキャッシュ・フロー △502,133

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 341,002

長期借入れによる収入 380,000

長期借入金の返済による支出 △82,971

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △352

財務活動によるキャッシュ・フロー 637,678

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,480

現金及び現金同等物の期首残高 342,471

現金及び現金同等物の四半期末残高 189,990
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　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。

（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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年８月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 196,084

Ⅱ　売上原価 166,214

売上総利益 29,869

Ⅲ　販売費及び一般管理費 48,540

営業損失 △18,671

Ⅳ　営業外収益 138

Ⅴ　営業外費用 3,368

経常損失 △21,901

Ⅵ　特別利益 23

Ⅶ　特別損失 －

税引前第１四半期純損失 △21,878

法人税、住民税及び事業税 823

法人税等還付額　 △781

法人税等調整額　 △8,181

第１四半期純損失 △13,738
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年８月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税引前第１四半期純損失　 △21,878

減価償却費　 46,657

貸倒引当金の増減額　 △23

賞与引当金の増減額　 △1,382

受注損失引当金の増減額　 3,500

支払利息　 3,257

売上債権の増減額　 34,749

たな卸資産の増減額　 △14,233

仕入債務の増減額　 △1,792

未払消費税の増減額　 △8,135

その他　 1,874

小計 42,593

利息の支払額　 △3,236

法人税等の支払額　 △63,992

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△24,636

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　

△53,060

無形固定資産の取得による
支出　　

△1,914

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△54,974

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

長期借入金の返済による支
出

△36,964

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△36,964

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△116,574

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

596,946

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

480,371
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