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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） 

 

(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3月期第2四半期 3,240 △62.1 △1,534 ― △1,528 ― △1,813 ―
21年3月期第2四半期 8,544 ― △1,102 ― △948 ― △510 ―

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 △99.72 ―
21年3月期第2四半期 △27.20 ―

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 38,715 37,514 96.9 2,063.14
21年3月期 40,354 39,046 96.7 2,147.43

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  37,501百万円 21年3月期  39,034百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

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） 
（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、現時点で合理的な通期業績予想の算定が困難なため、第3四半期連結累計期間の業績予想のみ開示しています。第3四
半期連結累計期間の業績予想につきましては、3ページ（参考）平成22年3月期 第3四半期連結累計期間連結業績予想をご覧下さい。 
通期の連結業績予想につきましては、予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
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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  
（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧下さい。 

(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 
業績予想については、本資料において第3四半期連結累計期間の業績予想を公表しています。詳細は、3ページ（参考）平成22年3月期 第3四半期連結累
計期間連結業績予想をご覧下さい。 
なお、本資料に記載されている業績予想などの将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提
に基づいており、実際の業績などは、今後の様々な要因によって異なる可能性があります。 

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3月期第2四半期 20,047,500株 21年3月期  20,047,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,870,864株 21年3月期  1,870,562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 18,176,780株 21年3月期第2四半期 18,735,376株
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（参考）
平成22年3月期　第3四半期連結累計期間連結業績予想（平成21年4月1日～平成21年12月31日）

（％表示は対前年同四半期増減率）

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3四半期
連結累計期間

6,500 △ 32.6 △ 2,300 ― △ 2,230 ― △ 2,530 ― △ 139.19

（注）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下さい。
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 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、各国の大規模な財政出動と金融緩和の効果により、家電・自動車

を中心に個人消費が持ち直し、株価は回復傾向を示しましたが、先進国では失業率の増加が継続し、景気の先行きに

は不透明感が残ることとなりました。 

 半導体業界においては、堅調なネットブックやスマートフォン市場にも支えられ、在庫調整が進展するとともに、

フラッシュメモリやDRAMなどの需要が好調に推移しましたが、景気対策効果の反動による景気後退も懸念されてお

り、半導体メーカーの多くが設備投資に対する慎重姿勢を維持しました。 

 このように半導体製造装置業界にとっては依然として厳しい経営環境が続く中、当社グループは既存顧客への多岐

にわたるサービス提供による確実な受注獲得と、様々な顧客仕様に対応する製品群の充実により新規顧客の開拓に努

めました。LED市場の立ち上がりとフラッシュメモリ需要を始めとして後工程組立メーカーの設備投資が上向いたこ

とにより、前連結会計年度に市場投入したワイヤボンダ3000シリーズなどの受注は着実に改善しつつありますが、未

だ低水準での改善に留まっており、また半導体業界全体のコストダウン要請が激しく、市場価格の低下が著しく進展

しました。 

 この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,240百万円（前年同期比62.1％減）、営

業損失1,534百万円（前年同期は1,102百万円の営業損失）、経常損失1,528百万円（前年同期は948百万円の経常損

失）、四半期純損失1,813百万円（前年同期は510百万円の四半期純損失）となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、商品及び製品、仕掛品の減少などにより、前連結会計年度末比1,638百

万円減の38,715百万円となりました。 

 負債合計は、引当金の取崩し、買掛金の減少などに伴い、前連結会計年度末比106百万円減の1,201百万円となり

ました。 

 純資産は、四半期純損失の計上および配当金の支払いによる利益剰余金の減少などにより前連結会計年度末比

1,532百万円減の37,514百万円となり、自己資本比率は96.9％となりました。 

（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の期末残高は、前連結会計年度末より371百万円増加

し、14,203百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、370百万円の収入（前年同期は2,475百万円の収入）となりました。その主

な要因は、税金等調整前四半期純損失1,770百万円の計上に対し、減価償却費353百万円の計上、たな卸資産の減少額

1,541百万円、法人税等の還付額262百万円の資金の増加によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、102百万円の収入（前年同期は576百万円の支出）となりました。その主な

要因は、定期預金の預入による支出2,805百万円に対し、定期預金の払戻による収入2,958百万円によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、93百万円の支出（前年同期は2,077百万円の支出）となりました。これは

配当金の支払額93百万円などによるものです。 

 当社グループの受注状況は改善しつつありますが、未だ半導体メーカーは設備投資に対する慎重姿勢を崩していま

せん。半導体需要は緩やかに回復を続けるとの見方がある一方で、景気刺激効果の息切れも懸念されており、現時点

においても通期の業績予想を合理的に行うことは極めて困難な状況となっています。このため、現時点において当社

グループが把握する情報に基づき、第３四半期連結累計期間の業績のみ予測し開示いたします。 

 第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高6,500百万円（前年同期比32.6％減）、営業損失2,300百万

円、経常損失2,230百万円、四半期純損失2,530百万円を見込んでいます。 

 なお、通期の連結業績予想につきましては、予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 前連結会計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高を算定しています。 

②棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切り下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切り下げを行う方法によっています。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 連結会計年度に係る固定資産の減価償却費を期間按分して算定しています。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定においては、重要な加減算項目に限定しています。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

 連結子会社の税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ています。 

 なお、連結子会社の法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しています。 

 該当事項はありません。 

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：百万円）

当第２四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,643 17,430

受取手形及び売掛金 2,388 2,277

商品及び製品 2,952 3,234

仕掛品 1,099 2,311

原材料及び貯蔵品 393 408

その他 163 636

貸倒引当金 △108 △114

流動資産合計 24,530 26,181

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,929 4,929

その他（純額） 2,718 2,737

有形固定資産合計 7,647 7,666

無形固定資産   

その他 129 121

無形固定資産合計 129 121

投資その他の資産   

投資有価証券 3,965 3,504

その他 2,448 2,885

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 6,409 6,385

固定資産合計 14,185 14,172

資産合計 38,715 40,354

負債の部   

流動負債   

買掛金 351 382

未払法人税等 21 44

引当金 178 258

その他 229 215

流動負債合計 779 898

固定負債   

引当金 292 278

その他 131 131

固定負債合計 422 409

負債合計 1,201 1,307
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（単位：百万円）

当第２四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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,360 8,360

資本剰余金 8,907 8,907

利益剰余金 23,176 25,080

自己株式 △3,148 △3,147

株主資本合計 37,295 39,199

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 563 221

為替換算調整勘定 △358 △387

評価・換算差額等合計 205 △166

少数株主持分 13 13

純資産合計 37,514 39,046

負債純資産合計 38,715 40,354
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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 8,544 3,240

売上原価 6,249 2,527

売上総利益 2,295 713

販売費及び一般管理費   

営業サービス費 426 177

従業員給料及び賞与 478 418

退職給付費用 33 29

試験研究費 1,167 731

製品保証引当金繰入額 96 70

その他 1,198 822

販売費及び一般管理費合計 3,397 2,247

営業損失（△） △1,102 △1,534

営業外収益   

受取利息 45 43

受取配当金 30 27

為替差益 61 －

助成金収入 － 61

その他 23 37

営業外収益合計 159 168

営業外費用   

為替差損 － 147

不動産賃貸原価 1 －

支払手数料 3 －

その他 0 15

営業外費用合計 5 163

経常損失（△） △948 △1,528

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 6

知的所有権対策引当金戻入額 58 －

製造物責任引当金戻入額 22 －

その他 3 －

特別利益合計 82 6

特別損失   

操業度低下損 － 249

特別損失合計 － 249

税金等調整前四半期純損失（△） △866 △1,770

法人税、住民税及び事業税 35 7

法人税等調整額 △392 35

法人税等合計 △357 42

少数株主利益 1 1

四半期純損失（△） △510 △1,813
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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（△） △866 △1,770

減価償却費 469 353

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △6

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △60 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20 15

その他の引当金の増減額（△は減少） △134 △80

受取利息及び受取配当金 △75 △70

為替差損益（△は益） △49 16

売上債権の増減額（△は増加） 2,781 △115

たな卸資産の増減額（△は増加） 534 1,541

仕入債務の増減額（△は減少） △320 △26

その他 △18 179

小計 2,282 35

利息及び配当金の受取額 76 72

法人税等の還付額 116 262

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,475 370

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 △3,119 △2,805

定期預金の払戻による収入 3,563 2,958

有形固定資産の取得による支出 △345 △324

無形固定資産の取得による支出 △89 △27

投資有価証券の取得による支出 △300 △20

貸付けによる支出 △13 △0

貸付金の回収による収入 15 20

その他の支出 △306 △5

その他の収入 19 304

投資活動によるキャッシュ・フロー △576 102

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 △1,501 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △577 △93

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,077 △93

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △178 371

現金及び現金同等物の期首残高 14,807 13,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,629 14,203
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 該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第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）  

 当社グループは、半導体製造装置の製造、販売及び販売済製品の保守サービスを事業として行っており、当該事

業以外に事業の種類がない単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報を作成していません。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

(1) アジア………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、マレーシア、

タイ王国 

(2) アメリカ……アメリカ合衆国 

３．第１四半期連結会計期間から棚卸資産について原価法（収益性の低下に基づく簿価の切り下げ法）によって

います。この結果、日本の営業損失は59百万円増加しています。  

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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

(1) アジア………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、マレーシア、

タイ王国 

(2) アメリカ……アメリカ合衆国 

（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〕

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
アメリカ 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 7,045 1,496 3 8,544 － 8,544 

(2) セグメント間の内部売上高 1,267 288 30 1,585 △1,585 － 

計 8,312 1,784 33 10,130 △1,585 8,544 

営業利益又は営業損失（△） △1,141 29 8 △1,105 3 △1,102 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
アメリカ 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高  2,657  583  0  3,240 －  3,240

(2) セグメント間の内部売上高  432  95  24  551  △551  －

計  3,089  678  24  3,791  △551  3,240

営業利益又は営業損失（△）  △1,473  △70  4  △1,538  5  △1,534
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

(1) アジア……………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国ほか 

(2) その他の地域……アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、ポルトガル共和国ほか 

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す。 

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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

(1) アジア……………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国ほか 

(2) その他の地域……ドイツ連邦共和国ほか 

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す。 

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,817 17 5,834 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 8,544 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
68.1 0.2 68.3 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,419  11  2,431

Ⅱ 連結売上高（百万円） - -  3,240

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 74.7  0.4  75.0

（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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最近における四半期毎の業績の推移 

平成21年３月期（連結） 

平成22年３月期（連結） 

６．その他の情報

  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

平成20年４月 
～平成20年６月 

平成20年７月
～平成20年９月 

平成20年10月
～平成20年12月 

平成21年１月 
～平成21年３月 

平成21年４月
～平成21年３月 

売上高（百万円）  4,936 3,608 1,104  755 10,403

売上総利益又は売上総損失

（△）（百万円） 
 1,308 987 181  △110 2,367

営業損失（百万円）  △307 △795 △1,493  △1,661 △4,256

経常損失（百万円）  △160 △788 △1,620  △1,478 △4,046

税金等調整前四半期（当期）

純損失（百万円） 
 △81 △785 △1,824  △1,478 △4,167

四半期（当期）純損失 

（百万円） 
 △41 △469 △2,745  △1,465 △4,720

１株当たり四半期（当期） 

純損失（円） 
 △2.13 △25.59 △151.02  △80.62 △255.45

総資産（百万円）  48,804 46,227 41,980  40,354 40,354

純資産（百万円）  45,754 44,025 40,502  39,046 39,046

１株当たり純資産（円）  2,437.39 2,421.23 2,227.56  2,147.43 2,147.43

受注高（百万円）  4,830 2,713 810  164 8,518

  

第１四半期 第２四半期

平成21年４月 
～平成21年６月 

平成21年７月
～平成21年９月 

売上高（百万円）  1,152 2,088

売上総利益（百万円）  274 439

営業損失（百万円）  △859 △674

経常損失（百万円）  △860 △668

税金等調整前四半期純損失 

（百万円） 
 △1,000 △770

四半期純損失（百万円）  △1,022 △791

１株当たり四半期純損失 

（円） 
 △56.21 △43.51

総資産（百万円）  39,709 38,715

純資産（百万円）  38,494 37,514

１株当たり純資産（円）  2,117.03 2,063.14

受注高（百万円）  1,542 2,658
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