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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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2四半期 4,469 ― △247 ― △268 ― △303 ―

20年6月期第2四半期 6,621 △17.0 1,802 △7.6 1,809 △7.5 1,119 △4.6

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2四半期 △26.94 ―

20年6月期第2四半期 97.09 85.99

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2四半期 21,647 12,325 56.7 1,089.79
20年6月期 22,268 13,292 59.5 1,175.67

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  12,274百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 10,000 △29.3 △830 ― △860 ― △740 ― △65.70

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2四半期  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2四半期  522,727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2四半期  11,263,124株 20年6月期第2四半期  11,530,793株



 当第２四半期連結会計期間は、米国における金融危機の深刻化が実体経済にも波及し、世界経済全体が大幅に悪化

いたしました。当社グループの主要販売先である半導体業界においては、ＤＲＡＭやＮＡＮＤ型フラッシュ・メモリ

ー価格の低迷が更に深刻化するとともに、デジタル家電の需要が大幅に落ち込み、設備投資を控える動きが急速に広

がり、受注は極めて低調な状況に推移することとなりました。  

 一方、ＦＰＤ業界においても同様に、パネル価格の下落、過剰在庫、生産調整が続き、受注が低調な状況に推移し

ました。 

 こうした状況の下、当第２四半期連結累計期間の売上高は44億69百万円となりました。 

 製品品目別に見ますと、半導体関連装置が11億97百万円、ＦＰＤ関連装置が25億59百万円、レーザー顕微鏡が２億

34百万円となりました。 

 連結損失については、営業損失が２億47百万円、経常損失が２億68百万円、四半期純損失は３億３百万円となりま

した。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は216億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億21百万円減少

いたしました。これは主に、未収入金の増加が５億80百万円、仕掛品の増加が５億51百万円あったものの、現金及び

預金の減少が13億65百万円あったこと、売上債権の減少が４億77百万円あっ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２四半期連結会計期間末残高は93億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億46百

万円増加いたしました。これは主に、未払法人税等の減少が７億74百万円あったものの、短期借入金の増加が11億

円、前受金の増加が２億17百万円あったことなどによるものであります。  

 株主資本につきましては、当第２四半期連結会計期間末残高は124億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ８

億66百万円減少いたしました。これは四半期純損失を３億３百万円計上したこと、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123億25百万円となり、また自己資本比率は

56.7％となりました。  

   

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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13億64百万円減少し、14億91百万円となりました。  

 当第２四半期連結累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15億９百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失４億２百万

円、たな卸資産の増加９億39百万円、未収入金の増加５億80百万円、および法人税等の支払７億74百万円などの資金

減少要因が売掛債権の減少４億34百万円などの資金増加要因を上回ったことなど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２億９百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出１億35百

万円及び有形固定資産の取得による支出44百万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５億36百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額11億円及び配当金

の支払額５億63百万円によるものであります。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  

 世界経済は、米国における金融危機の深刻化が実体経済に波及したことにより大幅に悪化しており、半導体業界・

ＦＰＤ業界とも設備投資の大幅抑制が続くことが予想され、今後も困難な経営環境が続くものと思われます。  

 第２四半期連結累計期間の業績につきましては平成20年11月14日公表の修正第２四半期連結業績予想を上回りまし

たが、通期の連結業績予想につきましては、更に厳しくなる市場環境を勘案した結果、以下の通り修正いたします。

 修正内容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並びに役員報酬の減額等

に関するお知らせ」をご覧ください。 

 このような緊急事態を踏まえ、当社といたしましては、事業体質の強化に向けて徹底した経費削減とコスト力強化

を図るとともに、中核事業及び新規事業の開拓に経営資源を集中し、次なる成長に向けた準備を積極的に進めてまい

ります。   

  

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）  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

      売上高     営業利益     経常利益    当期純利益 

   前回予想（A）        11,200         160         140         40 

   今回修正（B）             10,000              △830        △860        △740 

   増減額(B-A)            △1,200            △990            △1,000        △780 

   増減率（％）        △10.7          －          －          － 



  

 該当事項はありません。 

  

（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。  

  

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） 

（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 

（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。 

    なお、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失び税金等調整

前四半期純損失は、それぞれ8,394千円増加しております。  

  ３．リ－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

できるようになったことに伴い、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。 

    なお、これに伴う損益への影響はありません。 

  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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

    なお、これに伴う損益への影響はありません。 

 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。 

    なお、これに伴う損益への影響は軽微であります。  

  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,491,314 2,857,125

受取手形及び売掛金 4,596,488 5,074,310

原材料 781,638 408,437

仕掛品 4,234,939 3,683,121

未収入金 733,170 153,119

繰延税金資産 454,568 326,976

その他 152,481 388,094

貸倒引当金 △10,650 △5,345

流動資産合計 12,433,950 12,885,839

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,136,223 3,284,557

機械装置及び運搬具（純額） 63,802 73,124

工具、器具及び備品（純額） 264,254 301,992

土地 4,312,487 4,312,487

有形固定資産合計 7,776,767 7,972,161

無形固定資産合計 53,446 1,823

投資その他の資産   

投資有価証券 199,692 182,983

長期未収入金 653,440 653,440

繰延税金資産 301,861 334,632

その他 228,432 237,742

投資その他の資産合計 1,383,426 1,408,798

固定資産合計 9,213,641 9,382,783

資産合計 21,647,591 22,268,622



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 754,365 588,253

短期借入金 1,100,000 －

未払法人税等 6,220 781,171

前受金 1,354,230 1,136,718

役員賞与引当金 － 116,600

製品保証引当金 168,063 191,302

その他 612,983 843,300

流動負債合計 3,995,862 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 1,338 1,787

退職給付引当金 264,638 226,360

その他 － 30,000

固定負債合計 5,326,376 5,318,548

負債合計 9,322,239 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 11,408,576 12,275,248

自己株式 △993,964 △993,865

株主資本合計 12,425,971 13,292,743

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △5,469

為替換算調整勘定 △151,537 △45,463

評価・換算差額等合計 △151,537 △50,933

新株予約権 50,917 50,917

純資産合計 12,325,351 13,292,727

負債純資産合計 21,647,591 22,268,622



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 4,469,604

売上原価 2,828,235

売上総利益 1,641,368

販売費及び一般管理費 1,888,483

営業損失（△） △247,114

営業外収益  

受取利息 6,063

受取配当金 2,771

固定資産賃貸料 1,606

その他 4,446

営業外収益合計 14,888

営業外費用  

支払利息 3,353

為替差損 32,579

その他 375

営業外費用合計 36,309

経常損失（△） △268,535

特別利益  

固定資産売却益 591

特別利益合計 591

特別損失  

固定資産処分損 1,291

投資有価証券評価損 127,749

その他 5,641

特別損失合計 134,682

税金等調整前四半期純損失（△） △402,626

法人税、住民税及び事業税 4,704

法人税等調整額 △103,817

法人税等合計 △99,112

四半期純損失（△） △303,513



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７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  

税金等調整前四半期純損失（△） △402,626

減価償却費 241,981

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,476

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） △19,703

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,986

受取利息及び受取配当金 △8,835

支払利息 3,353

為替差損益（△は益） 125,113

有形固定資産売却損益（△は益） △591

有形固定資産処分損益（△は益） 1,291

投資有価証券評価損益（△は益） 127,749

売上債権の増減額（△は増加） 434,399

たな卸資産の増減額（△は増加） △939,548

未収入金の増減額（△は増加） △580,050

仕入債務の増減額（△は減少） 134,584

前受金の増減額（△は減少） 222,926

その他 △13,344

小計 △743,436

利息及び配当金の受取額 12,108

利息の支払額 △3,292

法人税等の支払額 △774,616

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,509,238

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 1,162

有形固定資産の取得による支出 △44,372

有形固定資産の売却による収入 683

無形固定資産の取得による支出 △22,370

投資有価証券の取得による支出 △135,296

その他 △9,710

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,905

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） 1,100,000

自己株式の取得による支出 △99

配当金の支払額 △563,158

財務活動によるキャッシュ・フロー 536,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 △181,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,364,181

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 1,491,314



 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」（企業会計基準適用指針第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

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年７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        6,621,848  100.0

Ⅱ 売上原価        2,941,900  44.4

売上総利益        3,679,947  55.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,877,365  28.4

営業利益        1,802,581  27.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  23,221            

２．受取配当金  791            

３．保険満期返戻金  4,918            

４．その他  1,384  30,315  0.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．投資有価証券売却損  7,392            

２．為替差損  13,124            

３．自己株式買付手数料  2,798            

４．その他  0  23,314  0.4

経常利益        1,809,582  27.3

Ⅵ 特別利益                  

  貸倒引当金戻入額  997  997  0.0

Ⅶ 特別損失                  

  固定資産処分損  391  391  0.0

税金等調整前中間純利益        1,810,189  27.3

法人税、住民税及び事業
税  632,885            

法人税等調整額  57,732  690,618  10.4

中間純利益        1,119,571  16.9

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年７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   

税金等調整前中間純利益  1,810,189

減価償却費   69,541

貸倒引当金の減少額  △997

役員賞与引当金の減少額  △78,115

製品保証引当金の減少額  △29,303

退職給付引当金の増加額  31,019

受取利息及び受取配当金  △24,012

為替差損   1,981

投資有価証券売却損   7,392

有形固定資産処分損   391

売上債権の減少額   1,105,307

たな卸資産の増加額  △345,406

仕入債務の増加額   186,428

未払消費税等の減少額 △31,170

前受金の減少額  △286,226

その他  △295,619

小計  2,121,399

利息及び配当金の受取額   12,168

法人税等の支払額  △1,186,036

営業活動によるキャッシュ・フロー  947,531

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △63

有価証券の売却による収入   100,000

有形固定資産の取得による支出  △86,576

投資有価証券の取得による支出  △126,329

投資有価証券の売却による収入  194,820

投資活動によるキャッシュ・フロー  81,850

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の取得による支出  △527,910

配当金の支払額 △699,283

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,227,193

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,688

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △227,499

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,129,599

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  3,902,099
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