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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9月30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 ％

22年6月期第1四半期 751 △38.3 △635 ― △598 ― △436 ―

21年6月期第1四半期 1,217 ― △691 ― △699 ― △453 ―

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6月期第1四半期 △38.75 ―

21年6月期第1四半期 △40.26 ―

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6月期第1四半期 19,499 11,378 58.1 1,005.69
21年6月期 19,867 11,973 60.0 1,058.54

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  11,327百万円 21年6月期  11,922百万円

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6月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 
連結累計期間

3,050 △31.8 △780 ― △800 ― △510 ― △45.28

通期 9,700 4.7 430 ― 370 ― 200 ― 17.75
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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  

(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  
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） 

(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 

 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、今後の様々な要因により、業績予想と異なる場合があります。詳細は、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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6月期第1四半期 11,785,800株 21年6月期  11,785,800株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  522,727株 21年6月期  522,727株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 11,263,073株 21年6月期第1四半期 11,263,172株
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 当第１四半期連結会計期間の世界経済は、中国等で一部景気回復の動きが見られましたが、それ以外のほとんどの

地域で、実体経済の悪化により引き続き厳しい状況にありました。 

 当社グループの主要販売先である半導体業界においても、全体としては先行き不透明感から設備投資を控える動き

が継続したものの、リーディングカンパニーにおける先端技術に対する投資が一部動きだし、低調ながらも受注回復

の兆しが見え始めました。 

 一方、ＦＰＤ業界においては、中国市場における「家電下郷」や「以旧換新」等の政策に伴う大幅な需要拡大によ

り、顧客の工場稼働率は急速に回復しているものの、新たな設備投資に対しては依然慎重であり、受注が低調に推移

しました。 

 こうした状況の下、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は７億51百万円（前年同期比38.3％減）となりまし

た。 

 製品品目別に見ますと、半導体関連装置が１億85百万円（前年同期比1.9％減）、ＦＰＤ関連装置が２億97百万円

（前年同期比55.5％減）、レーザー顕微鏡が51百万円（前年同期比46.2％減）となりました。 

 連結損失については、営業損失６億35百万円（前年同期は６億91百万円の損失）、経常損失５億98百万円（前年同

期は６億99百万円の損失）、四半期純損失４億36百万円（前年同期は４億53百万円の損失）となりました。 

 当社グループといたしましては、固定費削減の努力を継続しつつ、納期の短縮、検収期間の短縮に努めてまいりま

す。また、太陽電池変換効率分布測定機を始めとする新製品開発及び新分野への積極的な展開を図るための活動を推

進してまいります。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は194億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億68百万円減少

いたしました。これは主に、流動資産のその他の増加が３億37百万円、固定資産の繰延税金資産の増加が１億62百万

円、仕掛品の増加が１億10百万円、現金及び預金の増加が１億８百万円あったものの、受取手形及び売掛金が10億88

百万円減少したことによるものであります。 

 負債につきましては、当第１四半期連結会計期間末残高は81億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億26百

万円増加いたしました。これは主に、新株予約権付社債の減少が10億円、前受金の減少が１億８百万円あったもの

の、短期借入金が11億円増加したこと、買掛金が２億58百万円増加したことによるものであります。  

 株主資本につきましては、当第１四半期連結会計期間末残高は114億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ６ 

億５百万円減少いたしました。これは四半期純損失を４億36百万円計上したこと、剰余金の配当を１億68百万円実施

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113億78百万円となり、また自己資本比率は  

58.1％（前期末60.0％）となりました。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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

１億７百万円増加し、16億41百万円となりました。 

 当第１四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） 

 営業活動の結果得られた資金は１億51百万円（前年同期は９億99百万円の使用）となりました。これは主に、売上

債権の減少額10億65百万円、仕入債務の増加額２億58百万円などの資金増加要因が税金等調整前四半期純損失６億72

百万円、未収入金の増加額３億２百万円、たな卸資産の増加額１億９百万円などの資金減少要因を上回ったことによ

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12百万円（前年同期比81.1％減）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７百万円など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） 

 財務活動の結果使用した資金は13百万円（前年同期は36百万円の増加）となりました。これは、短期借入金の純増

加額11億円が社債の償還による支出９億44百万円及び配当金の支払額１億68百万円を下回ったことによるものであり

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
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 今後の世界経済は、実体経済悪化による不況の長期化が懸念されますが、アジア地域では、一部回復の兆しが見え

てきております。   

 半導体業界につきましては、設備投資に対する慎重な姿勢が続くと思われるものの、リーディングカンパニーを中

心として、先端技術開発に伴う投資は、むしろ積極的に行われることが期待されます。一方、ＦＰＤ業界において

も、設備投資の動きが遅れているものの、確実に回復基調にあり、徐々に投資が回復することが予想されます。 

 第１四半期はほぼ予定通りの進捗であり、厳しいながらも明るさが見えてきた環境を踏まえ、前回（平成21年８月

10日）に発表した連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

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。 

  

  該当事項はありません。  

  

  

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）

（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１四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,679,698 1,571,244

受取手形及び売掛金 3,301,092 4,389,770

仕掛品 3,760,349 3,649,784

原材料及び貯蔵品 597,465 599,683

繰延税金資産 422,018 359,959

その他 634,885 297,116

貸倒引当金 △9,396 △9,666

流動資産合計 10,386,113 10,857,893

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,834,432 2,894,589

機械装置及び運搬具（純額） 50,404 53,828

工具、器具及び備品（純額） 188,406 204,286

土地 4,254,773 4,254,773

有形固定資産合計 7,328,017 7,407,478

無形固定資産 568 567

投資その他の資産   

投資有価証券 210,384 238,572

長期未収入金 586,672 586,672

繰延税金資産 708,958 546,126

その他 278,838 230,656

投資その他の資産合計 1,784,853 1,602,027

固定資産合計 9,113,439 9,010,073

資産合計 19,499,552 19,867,967
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 643,617 385,181

短期借入金 2,200,000 1,100,000

未払法人税等 14,164 10,962

前受金 290,723 398,968

賞与引当金 93,198 －

製品保証引当金 131,590 165,241

その他 399,483 496,175

流動負債合計 3,772,776 2,556,530

固定負債   

新株予約権付社債 4,000,000 5,000,000

長期未払金 60,400 60,400

繰延税金負債 976 1,516

退職給付引当金 287,304 276,086

固定負債合計 4,348,680 5,338,003

負債合計 8,121,457 7,894,533

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 10,455,314 11,060,761

自己株式 △993,964 △993,964

株主資本合計 11,472,709 12,078,156

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,288 △25,534

為替換算調整勘定 △147,820 △130,105

評価・換算差額等合計 △145,532 △155,640

新株予約権 50,917 50,917

純資産合計 11,378,094 11,973,433

負債純資産合計 19,499,552 19,867,967
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,217,531 751,570

売上原価 894,695 705,117

売上総利益 322,835 46,452

販売費及び一般管理費 1,014,293 681,503

営業損失（△） △691,457 △635,051

営業外収益   

受取利息 4,173 728

受取配当金 876 －

社債償還益 － 55,250

その他 3,818 4,623

営業外収益合計 8,867 60,601

営業外費用   

支払利息 993 3,278

為替差損 15,220 20,278

その他 440 0

営業外費用合計 16,654 23,557

経常損失（△） △699,244 △598,006

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 277

特別利益合計 － 277

特別損失   

固定資産処分損 270 262

投資有価証券評価損 39,302 74,798

特別損失合計 39,573 75,061

税金等調整前四半期純損失（△） △738,818 △672,789

法人税、住民税及び事業税 4,466 9,149

法人税等調整額 △289,747 △245,437

法人税等合計 △285,280 △236,288

四半期純損失（△） △453,537 △436,500
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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（△） △738,818 △672,789

減価償却費 117,311 95,460

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,461 △277

賞与引当金の増減額（△は減少） 132,591 93,198

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） △41,800 △32,620

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,251 10,992

受取利息及び受取配当金 △5,049 △728

支払利息 993 3,278

為替差損益（△は益） 29,213 21,109

社債償還益 － △55,250

有形固定資産処分損益（△は益） 270 262

投資有価証券評価損益（△は益） 39,302 74,798

売上債権の増減額（△は増加） 1,143,879 1,065,475

たな卸資産の増減額（△は増加） △785,848 △109,231

未収入金の増減額（△は増加） － △302,970

立替金の増減額（△は増加） △438,134 －

仕入債務の増減額（△は減少） 264,455 258,435

前受金の増減額（△は減少） 53,056 △106,987

その他 73,659 △183,778

小計 △244,805 158,377

利息及び配当金の受取額 8,293 739

利息の支払額 △975 △3,380

法人税等の支払額 △761,754 △4,620

営業活動によるキャッシュ・フロー △999,242 151,115

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 △20,829 △7,489

投資有価証券の取得による支出 △29,932 －

その他 △17,118 △5,356

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,880 △12,846

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） 600,000 1,100,000

社債の償還による支出 － △944,750

配当金の支払額 △563,158 △168,946

財務活動によるキャッシュ・フロー 36,841 △13,696

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,160 △16,819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,078,441 107,753

現金及び現金同等物の期首残高 2,855,496 1,533,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,777,054 1,641,448

4



 該当事項はありません。 

  

 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
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