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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,183 ― △2,325 ― △2,914 ― △3,172 ―
20年3月期第3四半期 12,892 ― 324 ― 165 ― 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3月期第3四半期 △31,725.32 ―
20年3月期第3四半期 22.59 ―

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3四半期 30,715 5,841 19.0 58,416.28
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3四半期  5,841百万円 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  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3月期 ― ― ― 500.00 500.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 13,000 △35.3 △2,400 ― △3,200 ― △3,400 ― △34,000.00

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  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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  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3四半期  ―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3四半期  100,000株 20年3月期第3四半期  99,164株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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、平成20年10月30日の「平成21年３月期 第２四半期決算短信（非連結）」において公表いたしました通期業績予想並びに期末配当予想を、平成21年１月29日別途
公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」並びに「平成21年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」により変更しております。 
 
2.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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㈱ニューフレアテクノロジー（6256） 平成 21 年３月期第３四半期決算短信 
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３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的

な金融危機の影響が、実体経済にもその影響が及び、民間設備投資の減少や雇用情勢の急速な悪化

など、極めて厳しい状況で推移いたしました。 

当社の関連する半導体業界におきましても、前事業年度からの半導体市況の低迷が続いており、

半導体メーカーやマスクメーカー各社は、設備投資に対し慎重な姿勢を続けております。 

 このような環境の中、当第３四半期累計期間における売上高につきましては、7,183 百万円、営業

損失 2,325 百万円、経常損失 2,914 百万円、四半期純損失 3,172 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３四半期末の資産につきましては、前事業年度末に比べ 3,914 百万円減少し、30,715

   百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少 634 百万円及び、受取手形及び売掛

金の減少 4,910 百万円等に対して、商品及び製品の増加 1,468 百万円及び仕掛品の増加 1,220

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 691 百万円減少し、24,873 百万円となりまし 

   た。主な要因は、短期借入金の増加 2,000 百万円に対して、支払手形の減少 466 百万円、買

掛金の減少 2,300 百万円、未払費用の減少 397 百万円等が相殺されたことによります。 

    純資産につきましては、前事業年度末に比べ 3,222 百万円減少し、5,841 百万円となりまし

   た。主な要因は、第３四半期累計期間純損失 3,172 百万円によります。 

 ２．キャッシュ・フローの状況 

    当第３四半期累計期間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 634 百万円減少し、1,846 百万円となりました。第３四半期累計期間におけ

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３四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、2,079 百万円となりまし

た。これは主に、税引前四半期純損失 2,928 百万円、たな卸資産の増加 2,713 百万円、仕

入債務の減少 2,560 百万円等に対し、売上債権の減少 4,910 百万円等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３四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、504 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 490 百万円等によります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     当第３四半期累計期間において財務活動の結果取得した資金は、1,950 百万円となりまし

た。これは、短期借入金の増加 2,000 百万円に対し、配当金の支払 50 百万円が相殺された

ことによります。 
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㈱ニューフレアテクノロジー（6256） 平成 21 年３月期第３四半期決算短信 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

  平成 21 年３月期の業績予想におきましては、平成 20 年 10 月 30 日の「平成 21 年３月期 第２四

半期決算短信（非連結）」の発表時に公表いたしました通期の業績予想及び期末の配当予想を修正い

たしました。詳細につきましては、本日（平成 21 年１月 29 日）別途公表しております「業績予想

の修正に関するお知らせ」並びに「平成 21 年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下

さい。 

 

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 

簡便な会計処理 

 １．固定資産の減価償却の算定方法 

   定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算 

   定する方法によっております。 

 

(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．棚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棚卸資産については、従来、個別法による原価法によっており 

   ましたが、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、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。 

   これにより、当第３四半期累計期間の営業損失及び経常損失が９百万円増加し、税引前四半

期純損失が 22 百万円増加しております。 

 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、第１四半期会計期間より、法人税法の改正を契機と

して見直しを行なっております。この結果、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失及

び税引前四半期純損失は、それぞれ 24 百万円増加しております。 
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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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,846,724 2,480,845

受取手形及び売掛金 2,728,225 7,638,900

商品及び製品 2,377,873 909,132

仕掛品 17,869,406 16,648,877

その他 749,439 1,100,067

流動資産合計 25,571,669 28,777,824

固定資産   

有形固定資産 4,683,768 5,192,700

無形固定資産 188,787 208,675

投資その他の資産 271,014 450,116

固定資産合計 5,143,570 5,851,492

資産合計 30,715,240 34,629,316

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,764,448 7,531,551

短期借入金 14,500,000 12,500,000

製品保証引当金 47,556 68,279

その他 1,559,012 1,555,811

流動負債合計 20,871,016 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 991,148 879,761

役員退職慰労引当金 11,446 29,753

固定負債合計 4,002,595 3,909,515

負債合計 24,873,612 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 △704,372 2,518,160

株主資本合計 5,841,627 9,064,160

純資産合計 5,841,627 9,064,160

負債純資産合計 30,715,240 34,629,316
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,183,731

売上原価 4,570,845

売上総利益 2,612,885

販売費及び一般管理費 4,938,337

営業損失（△） △2,325,451

営業外収益  

受取手数料 5,898

受取賃貸料 24,957

法人税等還付加算金 12,209

外国税額還付金 10,518

その他 2,412

営業外収益合計 55,995

営業外費用  

支払利息 196,429

為替差損 341,645

その他 107,244

営業外費用合計 645,320

経常損失（△） △2,914,775

特別損失  

たな卸資産評価損 12,856

その他 1,006

特別損失合計 13,862

税引前四半期純損失（△） △2,928,638

法人税、住民税及び事業税 6,037

法人税等調整額 237,856

法人税等合計 243,893

四半期純損失（△） △3,172,532
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △2,928,638

減価償却費 659,299

長期前払費用償却額 112,500

有形固定資産除却損 1,006

製品保証引当金の増減額（△は減少） △20,723

退職給付引当金の増減額（△は減少） 111,387

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,307

受取利息及び受取配当金 △2,324

支払利息 196,429

売上債権の増減額（△は増加） 4,910,674

前受金の増減額（△は減少） 531,379

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,713,049

仕入債務の増減額（△は減少） △2,560,176

未収消費税等の増減額（△は増加） 143,123

その他 △502,810

小計 △2,080,229

利息及び配当金の受取額 2,324

利息の支払額 △205,152

法人税等の還付額 203,170

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,079,887

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 △490,648

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 △19,339

その他 1,484

投資活動によるキャッシュ・フロー △504,233

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） 2,000,000

配当金の支払額 △50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,950,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △634,120

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 1,846,724
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㈱ニューフレアテクノロジー（6256） 平成 21 年３月期第３四半期決算短信 
 

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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㈱ニューフレアテクノロジー（6256） 平成 21 年３月期第３四半期決算短信 

 

 

「参考資料」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

 （1）損益計算書 

 
前第３四半期累計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日) 

区分 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 12,892,255 100.0

Ⅱ 売上原価 7,318,665 56.8

  売上総利益 5,573,590 43.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,249,204 40.7

  営業利益 324,385 2.5

Ⅳ 営業外収益 97,494 0.8

Ⅴ 営業外費用 256,633 2.0

  経常利益 165,247 1.3

Ⅵ  特別利益 441 0.0

Ⅶ 特別損失 143,307 1.1

  税引前四半期純利益 22,382 0.2

  法人税、住民税及び事業税 44,176

  法人税等調整額 △24,035 20,141 0.2

  四半期純利益 2,240 0.0
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㈱ニューフレアテクノロジー（6256） 平成 21 年３月期第３四半期決算短信 

 

 

（2）キャッシュ・フロー計算書   

 
前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日）

区分 金額（千円） 

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 22,382 

減価償却費 546,980 

長期前払費用償却額 145,834 

有形固定資産除却損 120,705 

有形固定資産売却益 △441 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 26,602 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 142,984 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27,031 

受取利息及び受取配当金 △3,968 

支払利息 135,451 

売上債権の増減額（△は増加） 5,984,001 

前受金の増減額（△は減少） 871,619 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,227,355 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,504,399 

未収消費税等の増減額（△は増加） △469,600 

その他 △1,531,788 

小計 △1,713,963 

利息及び配当金の受取額 3,968 

利息の支払額 △135,019 

法人税等の支払額 △648,458 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,493,472 

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 △2,008,241 

有形固定資産の除却による支出 △12,000 

無形固定資産の取得による支出 △67,848 

その他 △19,294 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,107,383 

Ⅲ 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） 1,500,000 

長期借入金の借入による収入 1,500,000 

株式の発行による収入 2,029,266 

配当金の支払額 △225,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,804,266 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 203,410 

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四半期末残高 2,944,194 
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