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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 3,921 △54.4 △971 ― △934 ― △909 ―

21年3月期第2四半期 8,597 ― 468 ― 466 ― 128 ―

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 △73.14 ―

21年3月期第2四半期 9.96 ―

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 12,536 5,855 46.7 471.01
21年3月期 13,512 6,592 48.8 530.28

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,855百万円 21年3月期  6,592百万円

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 ― 2.50 ― 0.00 2.50

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  
 

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 8,300 △39.5 △1,580 ― △1,610 ― △1,610 ― △129.51



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 

平成21年５月14日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。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。 

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 12,969,000株 21年3月期  12,969,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  537,888株 21年3月期  537,475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 12,431,284株 21年3月期第2四半期 12,933,559株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前連結会計年度からの世界的な景気後退の影響を受け、企業収

益の悪化や個人消費の低迷が続くなど厳しい状況で推移いたしました。 

 こうした環境の中、当社グループは、前連結会計年度後半から引き続いて今まで以上の徹底的な経費削減を主とし

た「緊急経営対策」の実施ならびにコスト競争力を強化するため、全社をあげてコスト削減に取り組んでまいりまし

た。また、ウェハレベルパッケージ向け装置及びＬＥＤ向け装置の短納期対応ならびに電子部品の需要回復により、

期初計画以上の売上高を確保することができたものの、全般的には国内外の半導体メーカー各社の設備投資抑制が継

続され、依然として市場環境は厳しく収益は低迷いたしました。なお、従来から推し進めている新規事業につきまし

ては量産を開始しており、今後については、より一層の安定した生産・供給体制の整備を図ってまいります。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,921百万円（前年同四半期比54.4％減）、営業損失は971百万円

（前年同四半期は営業利益468百万円）、経常損失934百万円（前年同四半期は経常利益466百万円）、四半期純損失

909百万円（前年同四半期は四半期純利益128百万円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 半導体製造装置 

 半導体製造装置については、ウェハレベルパッケージ向け装置及びＬＥＤ向け装置の需要が一部でありました

が、前連結会計年度からの世界的な景気後退の影響により、半導体メーカー各社の設備投資は凍結状態で推移した

ために、売上高は大幅に減少となり損失計上となりました。この結果、売上高は1,319百万円（前年同四半期比

57.7％減）、営業損失は402百万円（前年同四半期は営業利益319百万円）となりました。 

② 金型 

 金型については、半導体製造装置と同様に設備投資抑制の影響を受け、売上高は大幅に減少し損失計上となりま

した。この結果、売上高は1,252百万円（前年同四半期比59.9％減）、営業損失は148百万円（前年同四半期は営業

利益569百万円）となりました。 

③ リードフレーム等 

 リードフレーム等については、携帯電話及びデジタル家電など特に中国向け最終製品に関わる部品において需要

回復の兆しがありましたが、全体的に低調で推移し、売上高は大幅に減少し損失計上となりました。この結果、売

上高は1,349百万円（前年同四半期比42.8％減）、営業損失は117百万円（前年同四半期は営業損失37百万円）とな

りました。 

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 日本 

 日本においては、ＬＥＤ向け装置の短納期対応を図ることができましたが、全体的には低調に推移いたしまし

た。この結果、売上高は2,992百万円（前年同四半期比55.4％減）、営業損失は516百万円（前年同四半期は営業利

益778百万円）となりました。 

② アジア 

 アジアにおいては、ウェハレベルパッケージ向け装置の短納期対応を図り、また、電子部品の需要が一部であり

ましたが、半導体メーカー各社の設備投資抑制は継続しており、厳しい状況で推移いたしました。この結果、売上

高は928百万円（前年同四半期比51.0％減）、営業損失は151百万円（前年同四半期は営業利益73百万円）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、12,536百万円（前連結会計年度末は13,512百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して975百万円減少いたしました。これは主に商品及び製品、仕掛品の減少によるもの

であります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、6,681百万円（前連結会計年度末は6,920百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して238百万円減少いたしました。これは主に短期借入金、長期借入金の減少によるも

のであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、5,855百万円（前連結会計年度末は6,592百万円）とな

り、前連結会計年度末と比較して736百万円減少いたしました。これは主に四半期純損失の計上による利益剰余

金の減少によるものであります。 

 なお、これらの要因により、自己資本比率は46.7％（前連結会計年度末は48.8％）となりました。 

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



（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。）は、291百万円減少し、当

第２四半期連結会計期間末には3,611百万円となりました。 

 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、資金は60百万円の減少（前年同四半期は1,114百万円の増加）となりました。これは主に

税金等調整前四半期純損失の計上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、資金は75百万円の減少（前年同四半期は231百万円の減少）となりました。これは主に金

型用の生産設備を中心とした有形固定資産の取得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、資金は160百万円の減少（前年同四半期は274百万円の減少）となりました。これは主に短

期借入金の減少ならびに長期借入金の返済による支出によるものであります。  

  

 平成22年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表いたしま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定する方法に

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



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) 

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 3,716,742 3,108,146

受取手形及び売掛金 1,900,858 1,804,254

有価証券 － 1,000,000

商品及び製品 533,474 719,982

仕掛品 1,048,013 1,333,825

原材料及び貯蔵品 319,656 411,592

その他 221,173 256,572

貸倒引当金 △979 △3,489

流動資産合計 7,738,938 8,630,885

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,719,497 1,756,882

機械装置及び運搬具（純額） 729,261 743,703

土地 858,294 850,780

その他（純額） 171,555 215,723

有形固定資産合計 3,478,608 3,567,090

無形固定資産 242,969 265,298

投資その他の資産   

関係会社出資金 580,465 581,881

その他 506,988 489,883

貸倒引当金 △11,313 △22,899

投資その他の資産合計 1,076,140 1,048,865

固定資産合計 4,797,718 4,881,254

資産合計 12,536,656 13,512,140

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,329,659 1,315,325

短期借入金 2,650,000 2,730,000

1年内返済予定の長期借入金 156,000 132,000

未払法人税等 9,915 16,812

賞与引当金 123,399 127,469

製品保証引当金 50,359 39,317

その他 659,592 736,608

流動負債合計 4,978,925 5,097,532

固定負債   

長期借入金 494,000 578,000

退職給付引当金 852,584 859,421

その他 355,936 385,050

固定負債合計 1,702,521 1,822,471

負債合計 6,681,447 6,920,003



（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) 

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 5,837,500 5,837,500

利益剰余金 676,884 1,586,128

自己株式 △98,970 △98,899

株主資本合計 6,415,413 7,324,729

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,195 △23,676

為替換算調整勘定 △561,399 △708,916

評価・換算差額等合計 △560,204 △732,592

純資産合計 5,855,209 6,592,136

負債純資産合計 12,536,656 13,512,140



（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）

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 8,597,957 3,921,466

売上原価 6,560,684 3,783,038

売上総利益 2,037,272 138,427

販売費及び一般管理費 1,568,684 1,110,294

営業利益又は営業損失（△） 468,588 △971,866

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,496 2,648

受取技術料 14,746 14,108

助成金収入 － 66,137

その他 52,182 33,231

営業外収益合計 72,426 116,126

営業外費用   

支払利息 26,376 33,672

持分法による投資損失 29,668 28,504

為替差損 2,187 11,553

売上債権売却損 13,334 2,623

その他 2,553 2,862

営業外費用合計 74,120 79,216

経常利益又は経常損失（△） 466,893 △934,956

特別利益   

固定資産売却益 26,469 15,010

貸倒引当金戻入額 14,568 14,114

その他 4,220 －

特別利益合計 45,258 29,125

特別損失   

固定資産売却損 23,019 416

固定資産除却損 2,474 47

投資有価証券評価損 － 31,900

持分変動損失 112,953 －

特別損失合計 138,448 32,364

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

373,703 △938,195

法人税、住民税及び事業税 74,598 4,270

法人税等調整額 162,231 △33,222

法人税等合計 236,829 △28,952

少数株主利益 8,091 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 128,781 △909,243



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

373,703 △938,195

減価償却費 308,850 246,892

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,362 △14,095

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,543 △4,689

製品保証引当金の増減額（△は減少） △4,220 11,042

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,428 △6,836

受取利息及び受取配当金 △5,496 △2,648

支払利息 26,376 33,672

為替差損益（△は益） △4,771 15,955

持分法による投資損益（△は益） 29,668 28,504

固定資産売却損益（△は益） △3,449 △14,593

固定資産除却損 2,474 47

投資有価証券評価損益（△は益） － 31,900

持分変動損益（△は益） 112,953 －

売上債権の増減額（△は増加） 675,223 △76,517

たな卸資産の増減額（△は増加） 203,140 594,616

未収消費税等の増減額（△は増加） 105,703 66,943

その他の流動資産の増減額（△は増加） 12,234 △60,613

仕入債務の増減額（△は減少） △380,982 △3,514

その他の負債の増減額（△は減少） △165,611 57,049

その他 14,731 11,535

小計 1,326,283 △23,545

利息及び配当金の受取額 5,318 3,034

利息の支払額 △26,793 △33,728

法人税等の支払額 △193,258 △15,577

法人税等の還付額 3,194 9,668

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,114,744 △60,148

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 △161,888 △221,208

有形固定資産の売却による収入 44,491 54,689

無形固定資産の取得による支出 △102,689 △6,853

投資有価証券の取得による支出 △299 △299

定期預金の払戻による収入 － 100,000

その他の支出 △11,716 △2,140

その他の収入 375 648

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,726 △75,164

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） △350,000 △80,000

長期借入れによる収入 600,000 －

長期借入金の返済による支出 △444,240 △60,000

自己株式の取得による支出 △674 △71

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,766 △20,149

配当金の支払額 △63,170 △463

財務活動によるキャッシュ・フロー △274,851 △160,684



（単位：千円）

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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,415 4,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 599,751 △291,404

現金及び現金同等物の期首残高 2,422,212 3,903,146

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△263,317 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,758,647 3,611,742



 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） 

 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） 

  

（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〕

  
半導体製造
装置 
（千円） 

金型
（千円） 

リードフ
レーム等 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売

上高 
 3,118,167  3,122,314  2,357,475  8,597,957  －  8,597,957

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,860  1,752  －  3,613  (3,613)  －

  計  3,120,028  3,124,066  2,357,475  8,601,570  (3,613)  8,597,957

営業利益（△損失）  319,615  569,475  △37,020  852,070  (383,481)  468,588

  
半導体製造
装置 
（千円） 

金型
（千円） 

リードフ
レーム等 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売

上高 
 1,319,525  1,252,670  1,349,270  3,921,466  －  3,921,466

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,103  1,816  －  2,920  (2,920)  －

  計  1,320,628  1,254,486  1,349,270  3,924,386  (2,920)  3,921,466

営業損失  402,496  148,032  117,795  668,324  (303,541)  971,866



 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） 

  

 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） 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 

アジア 

（千円）  

計 

（千円）  

消去又は全社 

（千円）  

連結 

（千円）  

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  6,704,009  1,893,948  8,597,957 －  8,597,957

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 770,008  465,410  1,235,419  (1,235,419) － 

計  7,474,018  2,359,358  9,833,376  (1,235,419)  8,597,957

営業利益 778,252 73,817  852,070  (383,481)  468,588

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  2,992,743  928,722  3,921,466  －  3,921,466

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 157,353  77,087  234,440  (234,440)  －

  計  3,150,096  1,005,810  4,155,906  (234,440)  3,921,466

営業損失  516,852  151,471  668,324  (303,541)  971,866

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,289,492  3,799  4,293,291

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  8,597,957

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 49.9  0.0  49.9

  アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,984,241  375,622  2,359,864

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  3,921,466

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  50.6  9.6  60.2

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当第２四半期連結累計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

３．金額には消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同四半期比（％）

半導体製造装置  1,036,805  34.2

金型  780,764  34.9

リードフレーム等  1,343,115  60.6

合計  3,160,685  42.2

事業の種類別セグメ
ントの名称 

受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

半導体製造装置  1,721,625  70.0  1,266,113  84.0

金型  1,223,479  52.6  639,789  50.0

リードフレーム等  1,536,244  56.5  324,469  74.5

合計  4,481,348  59.7  2,230,372  69.2

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同四半期比（％）

半導体製造装置  1,319,525  42.3

金型  1,252,670  40.1

リードフレーム等  1,349,270  57.2

合計  3,921,466  45.6

相手先 

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） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

Sumiko Leadframe (Thailand) Co.,Ltd.  －  －  537,584  13.7


	アピックヤマダ㈱（6300）平成22年３月期　第２四半期決算短信: アピックヤマダ㈱（6300）平成22年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


