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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）平成21年３月期第２四半期については、連結財務諸表を作成しておりませんので記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成21年３月期については、連結財務諸表を作成しておりませんので記載しておりません。  

(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 ％

22年3月期第2四半期 6,613 ― △1,080 ― △1,236 ― △1,250 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第2四半期 △12,507.59 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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

22年3月期第2四半期 30,634 4,155 13.6 41,557.07
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,155百万円 21年3月期  ―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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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  無  
連結業績予想につきましては、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、対前期の増減率については記載しておりません。 

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 20,000 ― 300 ― 0 ― 0 ― 0.00
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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）  無  

[（注）平成21年３月12日に株式会社NFT韓国（当社全額出資）を、設立しております。] 

(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、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) 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、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。］ 

(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．当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、数値並びに対前期増減率については記載しておりません。 
２．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。 
３．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。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 100,000株 21年3月期  100,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 100,000株 21年3月期第2四半期 100,000株
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当第２四半期連結累計期間におきましては、世界的な金融危機の影響が一部では底を打ち、企業

業績にも下げ止まりの兆しがみえ始めてきました。また、国内においては失業率が過去最高水準と

なるなど厳しい状況が続いておりますが、個人消費には持ち直しの動きがみられております。 

半導体業界におきましては、ＤＲＡＭやフラッシュメモリー等半導体の市況にも一部では回復の

兆しがみられますが、当社の主要販売先であります半導体メーカーやマスクメーカー各社におきま

しては、設備投資の時期に対して慎重な姿勢を続けており、当社を取り巻く経営環境につきまして

も、厳しい状況が続いております。 

このような状況のなかで、当社は積極的な営業活動により、主力の電子ビームマスク描画装置を

売り上げる等、製品の拡販に努めてまいりました。また、装置の販売活動を進める過程において、

一部装置の販売利益率が低下しましたが、経営全般における効率化・合理化を推進し、継続的なコ

スト削減にも努めてまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高につきましては、電子ビームマスク描画装

置に関する保守サービス等の一部を前倒し実施した影響もあり、6,613百万円となりました。利益

面につきましては、営業損失1,080百万円、経常損失1,236百万円、四半期純損失1,250百万円とな

りました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結累計期間末の資産は、30,634百万円となりました。主な内容は、仕掛品

10,126百万円、商品及び製品7,500百万円、有形固定資産5,105百万円、現金及び預金3,674百万

円等によるものです。 

 当第２四半期連結累計期間末の負債は、26,478百万円となりました。主な内容は、短期借入金

15,500百万円、長期借入金3,600百万円、支払手形及び買掛金2,413百万円等によるものです。 

 当第２四半期連結累計期間末の純資産は、4,155百万円となりました。主な内容は、資本金

5,523百万円、資本剰余金1,023百万円、利益剰余金△2,393百万円等によるものです。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結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、

3,674百万円となりました。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２四半期連結累計期間において営業活動の結果取得した資金は、2,349百万円となりまし

た。これは主に、たな卸資産の減少2,263百万円、売上債権の減少1,756百万円等に対し、税金等

調整前四半期純損失1,236百万円、仕入債務の減少1,851百万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２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、477百万円となりまし

た。これは主に、長期前払費用の取得による支出400百万円、有形固定資産の取得による支出74

百万円によります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果取得した資金は、218百万円となりまし

た。これは主に、短期借入金の増加500百万円に対し、リース債務の返済による支出281百万円が

相殺されたことによります。 

（注）当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末残高との増減

の状況については、記載しておりません。 

  

 平成21年10月16日に公表いたしました業績予想につきましては、現時点において変更ありませ

ん。 

  

 該当事項はありません。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）
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 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、連結会計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。 

  

１．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。 

２．「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事

契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日改

正）を、当連結会計年度より適用しておりますが、該当事項がないため、これによる影響

額はありません。  

（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

（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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 3,674,050

受取手形及び売掛金 2,483,015

商品及び製品 7,500,271

仕掛品 10,126,149

その他 1,039,649

流動資産合計 24,823,135

固定資産  

有形固定資産 5,105,325

無形固定資産 186,432

投資その他の資産 519,388

固定資産合計 5,811,146

資産合計 30,634,281

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 2,413,362

短期借入金 15,500,000

1年内返済予定の長期借入金 300,000

未払法人税等 103,500

製品保証引当金 67,169

その他 2,880,008

流動負債合計 21,264,040

固定負債  

長期借入金 3,600,000

退職給付引当金 1,118,728

役員退職慰労引当金 11,455

その他 484,350

固定負債合計 5,214,534

負債合計 26,478,574

純資産の部  

株主資本  

資本金 5,523,000

資本剰余金 1,023,000

利益剰余金 △2,393,744

株主資本合計 4,152,255

評価・換算差額等  

為替換算調整勘定 3,452

評価・換算差額等合計 3,452

純資産合計 4,155,707

負債純資産合計 30,634,281
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,613,519

売上原価 4,782,884

売上総利益 1,830,634

販売費及び一般管理費 2,911,444

営業損失（△） △1,080,809

営業外収益  

為替差益 13,449

受取賃貸料 21,003

助成金収入 12,043

その他 11,573

営業外収益合計 58,069

営業外費用  

支払利息 162,893

その他 51,150

営業外費用合計 214,043

経常損失（△） △1,236,783

税金等調整前四半期純損失（△） △1,236,783

法人税、住民税及び事業税 13,975

法人税等合計 13,975

四半期純損失（△） △1,250,758
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（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21年４月１日 
 至 平成21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（△） △1,236,783

減価償却費 680,586

長期前払費用償却額 115,000

有形固定資産除売却損益（△は益） 671

受取利息及び受取配当金 △265

支払利息 162,893

手形売却損 10,745

製品保証引当金の増減額（△は減少） 20,288

退職給付引当金の増減額（△は減少） 97,395

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,806

売上債権の増減額（△は増加） 1,756,654

前受金の増減額（△は減少） 305,319

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,263,454

仕入債務の増減額（△は減少） △1,851,600

未払消費税等の増減額（△は減少） 422,147

その他 △59,900

小計 2,684,799

利息及び配当金の受取額 265

利息の支払額 △173,406

法人税等の支払額 △162,222

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,349,436

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 △74,486

有形固定資産の売却による収入 5

長期前払費用の取得による支出 △400,000

その他 △3,120

投資活動によるキャッシュ・フロー △477,602

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） 500,000

リース債務の返済による支出 △281,064

財務活動によるキャッシュ・フロー 218,935

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,092,218

現金及び現金同等物の期首残高 1,546,631

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 35,200

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,674,050
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 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」に基づき四半期連結財務諸表を作成しております。 

 なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の財務諸表について

は、記載しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 当社は、同一セグメントに属する半導体製造装置、同部品の製造販売を行なっており、当該

事業以外に事業の種類がないため、記載しておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。 

  

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域 

   （１）北米・・・・・・・米国 

   （２）欧州・・・・・・・イギリス、ドイツ 

   （３）アジア・・・・・・韓国、台湾、中国、香港 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であり

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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  

  
北米 欧州 アジア 計 

  

当第２四半期連結累計期間 

 （自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日） 

  

Ⅰ海外売上高 

（千円） 
329,021 91,839 4,491,860 4,912,722

Ⅱ連結売上高 

（千円） 
－ 6,613,519

Ⅲ海外売上高の連

結売上高に占める

割合（％） 

5.0 1.4 67.9 74.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

 （1）四半期損益計算書 

 
前年同四半期 

(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

区分 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 3,985,141 100.0

Ⅱ 売上原価 2,122,097 58.4

  売上総利益 1,863,043 41.6

Ⅲ 販売費及び一 
  般管理費 3,272,024 -

  営業損失（△） △1,408,980 -

Ⅳ 営業外収益 42,894 -

Ⅴ 営業外費用 350,542 -

  経常損失（△） △1,716,629 -

Ⅵ 特別損失 12,996 -

 税引前四半期純損失（△） △1,729,625 -

 法人税、住民税及び事業税 4,025

 法人税等調整額 237,856 241,881 -

 四半期純損失（△） △1,971,506 -

 
 

（注）当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、個別の財務諸表を参考資料としております。 
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（2）四半期キャッシュ・フロー計算書   

 
前年同四半期 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △1,729,625 

減価償却費 428,053 

長期前払費用償却額 75,000 

有形固定資産除却損 140 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △24,517 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 83,443 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,123 

受取利息及び受取配当金 △2,324 

支払利息 129,072 

売上債権の増減額（△は増加） 4,085,483 

前受金の増減額（△は減少） 738,784 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,366,438 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,412,791 

未収消費税等の増減額（△は増加） △239,896 

その他 △227,365 

小計 △1,003,310 

利息及び配当金の受取額 2,324 

利息の支払額 △108,239 

法人税等の支払額 293,770 

営業活動によるキャッシュ・フロー △815,454 

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 △486,364 

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 3,906 

投資活動によるキャッシュ・フロー △497,528 

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） 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 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 637,017 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,480,845 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,117,862 

  

（注）当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、個別の財務諸表を参考資料としております。 
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