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1.  平成22年8月期第1四半期の業績（平成21年9月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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8月期第1四半期 219 △55.6 △60 ― △104 ― △105 ―
21年8月期第1四半期 494 ― △128 ― △84 ― △52 ―

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8月期第1四半期 △5,699.11 ―
21年8月期第1四半期 △2,845.34 ―

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8月期第1四半期 3,418 517 15.2 27,938.72
21年8月期 3,575 621 17.4 33,602.39

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  517百万円 21年8月期  621百万円

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8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年8月期の業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

600 46.2 △110 ― △120 ― △120 ― ―

通期 1,640 81.7 86 ― 50 ― 50 ― 2,701.24
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年8月期第1四半期 18,540株 21年8月期  18,510株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  ―株 21年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年8月期第1四半期 18,511株 21年8月期第1四半期 18,506株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
なお、上記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。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出と生産は持ち直し、設備投資は下げ止まりつつあるものの、企

業収益においては緩やかながらも減少が続いています。また、個人消費は持ち直しの動きが続いていますが、雇用情

勢は依然として厳しい状況にありました。 

太陽電池業界では、欧州における景気の先行き不安感の後退を背景として、ドイツ市場を中心に太陽電池の需要が

急回復してきました。中国においても同国太陽電池メーカーの育成及び原油依存度抑制を目的に政策需要が高まりつ

つあり、日本市場も住宅向け太陽光発電システムが拡大しました。しかしながら、米国においては太陽光発電の普及

促進の有効な政策補助もなく市場は停滞しました。ＦＰＤパネル業界では、中国と日本市場を中心とした薄型テレビ

需要増加により低迷していた設備投資増加の動きが顕著となりました。なお、当初想定では韓国と台湾を中心に投資

される見通しであった液晶工場が、中国本土への工場建設に変更されるなど、需要地としての中国を意識した変化が

出始めました。半導体業界では、需給改善により各種半導体価格が回復し各メーカーの損益状況も改善し始めまし

た。また、半導体製造装置業界でも、台湾向けを中心に設備投資が急回復した他、各国で新たな需要が出始めまし

た。 

このような経済環境の中、当社におきましては、装置組立事業では太陽電池分野の低迷が続きながらもＦＰＤ分野

において製造装置の新規受注がありました。精密切削加工事業の太陽電池分野では、国内複数メーカー向けの試作品

を受注しました。ＦＰＤ分野では、海外液晶製造装置メーカー向けの部品の生産が進み、四半期単位で過去 高であ

った前年同期の４割まで回復しました。半導体分野では、各メーカーの稼働率回復と製造装置メーカーの受注回復に

伴い前年同期比で増加いたしました。 

利益面につきましては、経営改善計画の実施をはじめとする固定費削減と製造拠点の再配置も含めた効率化に取組

みましたが、売上高の低迷で営業損失を計上いたしました。また、円高に伴う決済用外貨預金を主因とした為替差損

が13百万円発生しました。 

この結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高が219百万円(対前年同四半期増減率△55.6％)、営業損失は60

百万円(前年同四半期の営業損失は128百万円)、経常損失は104百万円(前年同四半期の経常損失は84百万円)、四半期

純損失は105百万円(前年同四半期純損失は52百万円)となりました。  

当第１四半期会計期間末における総資産は、売上債権の減少等により前期末比156百万円減の3,418百万円となりま

した。有利子負債は前期末比94百万円増加し2,762百万円となりました。純資産は、第１四半期純損失となったた

め、前期末比103百万円減の517百万円となり、自己資本比率は15.2％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期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、前事業年度末と比べ103百万

円増加し、678百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、25百万円の収入（前年同四半期は283百万円の支出）となりました。これ

は主に、増加要因として、減価償却費83百万円、売上債権の減少額160百万円及び未収消費税等の減少額17百万円、

減少要因として、税引前四半期純損失104百万円、たな卸資産の増加額５百万円、仕入債務の減少額150百万円、法人

税等の支払額２百万円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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、２百万円の支出（前年同四半期は502百万円の支出）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出２百万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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、96百万円の収入（前年同四半期は637百万円の収入）となりました。これ

は主に、運転資金として調達した短期借入による収入300百万円並びに短期借入金の返済による支出100百万円及び長

期借入金の返済による支出104百万円によるものであります。 

  

業績の状況といたしましては、不採算な案件が多いことで低調ながらも、現状は予想程度で進捗しております。し

かしながら、当初想定と比較して、液晶業界の設備投資が中国向けに変更された他、価格下落が厳しく受注を見送ら

なければならない案件が多発しているなど不透明な状況が続いております。当社といたしましては、当面は市場変動

の大きい液晶分野よりも、回復が顕著な半導体分野へ注力することで予算を達成する方針であります。このような状

況から、現時点では平成21年10月14日に公表いたしました平成22年８月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想に

変更はありません。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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① 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において 

算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積額を算定しております。 

・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事業年度に係わる減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

①「工事契約に関する会計基準」」等の適用 

 当第１四半期会計期間より、「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）を適用

し、当第１四半期会計期間に着手した受注契約から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受

注については工事完成基準を適用しております。 

 なお、これによる、損益に与える影響はありません。 

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 678,732 575,724

受取手形及び売掛金 226,024 386,388

商品及び製品 537 7,092

仕掛品 64,606 76,029

原材料及び貯蔵品 23,341 185

その他 22,937 46,763

貸倒引当金 △8,893 △8,996

流動資産合計 1,007,286 1,083,188

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 707,313 719,209

構築物（純額） 32,182 34,253

機械及び装置（純額） 935,906 999,375

車両運搬具（純額） 6,940 7,911

工具、器具及び備品（純額） 8,806 9,958

土地 520,338 520,338

リース資産（純額） 22,633 24,025

建設仮勘定 162,102 160,002

有形固定資産合計 2,396,222 2,475,073

無形固定資産 14,169 15,451

投資その他の資産 1,073 1,451

固定資産合計 2,411,465 2,491,976

資産合計 3,418,752 3,575,164

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 54,971 205,353

短期借入金 300,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 410,820 416,020

未払法人税等 1,372 2,343

受注損失引当金 19,000 24,000

その他 68,200 58,810

流動負債合計 854,364 806,527

固定負債   

長期借入金 2,028,507 2,127,412

その他 17,896 19,425

固定負債合計 2,046,403 2,146,657

負債合計 2,900,768 2,953,184
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 508,250 507,500

資本剰余金 115,230 497,500

利益剰余金 △105,496 △383,019

株主資本合計 517,983 621,980

純資産合計 517,983 621,980

負債純資産合計 3,418,752 3,575,164
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 494,605 219,818

売上原価 552,693 220,298

売上総損失（△） △58,087 △480

販売費及び一般管理費 70,683 60,381

営業損失（△） △128,771 △60,861

営業外収益   

受取利息 33 101

為替差益 50,897 －

助成金収入 － 4,881

その他 2,077 361

営業外収益合計 53,008 5,344

営業外費用   

支払利息 8,585 8,296

為替差損 － 13,788

休止固定資産減価償却費 － 21,790

その他 376 5,155

営業外費用合計 8,961 49,030

経常損失（△） △84,725 △104,547

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 111

特別利益合計 － 111

税引前四半期純損失（△） △84,725 △104,435

法人税、住民税及び事業税 1,060 1,060

法人税等還付税額 △1,167 －

法人税等調整額 △31,962 －

法人税等合計 △32,069 1,060

四半期純損失（△） △52,655 △105,496
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △84,725 △104,435

減価償却費 127,851 83,962

貸倒引当金の増減額（△は減少） 135 △111

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） △28,000 △5,000

株式報酬費用 3,525 －

受取利息及び受取配当金 △33 △101

支払利息 8,585 8,296

株式交付費 － 90

為替差損益（△は益） △10,397 16,589

売上債権の増減額（△は増加） △134,491 160,364

たな卸資産の増減額（△は増加） △244,469 △5,178

仕入債務の増減額（△は減少） 97,515 △150,381

未払消費税等の増減額（△は減少） － 4,024

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,704 17,519

その他 38,278 11,323

小計 △228,522 36,962

利息及び配当金の受取額 48 102

利息の支払額 △11,859 △9,139

法人税等の支払額 △43,200 △2,104

営業活動によるキャッシュ・フロー △283,533 25,820

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 △499,265 △2,250

無形固定資産の取得による支出 △3,212 －

従業員に対する貸付金の回収による収入 343 －

長期貸付金の回収による収入 － 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △502,133 △2,241

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 341,002 300,000

短期借入金の返済による支出 － △100,000

長期借入れによる収入 380,000 －

長期借入金の返済による支出 △82,971 △104,105

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △352 △1,285

株式の発行による収入 － 1,409

財務活動によるキャッシュ・フロー 637,678 96,018

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,491 △16,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,480 103,008

現金及び現金同等物の期首残高 342,471 575,724

現金及び現金同等物の四半期末残高 189,990 678,732
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 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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 （１）生産実績 

 当第１四半期会計期間の生産実績を製品分野別に示すと、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ます。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 （２）受注状況 

 当第１四半期会計期間の受注状況を製品分野別に示すと、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ます。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

事業部門別 
当第１四半期会計期間 

（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

対前年同四半期増減率（％） 

精密切削加工事業 小計（千円）  210,119  △23.4

液晶製造装置関連部品（千円）   115,132  △36.3

太陽電池製造装置関連部品（千円）   25,302  0.7

半導体製造装置関連部品（千円）   59,132  △2.9

その他（千円）  10,552  40.8

装置組立事業 小計（千円）   －  －

液晶製造装置（千円）   －  －

太陽電池製造装置（千円）   －  －

合計（千円）  210,119  △56.5

区分 受注高（千円） 
対前年同四半期増減率

（％） 
受注残高（千円） 

対前年同四半期増減率
（％） 

精密切削加工事業 小計  220,734  8.3  90,000  △65.5

液晶製造装置関連部品   126,491  5.9  67,928  △67.5

太陽電池製造装置関連部品  18,010  92.3  876  △94.4

半導体製造装置関連部品  62,860  △1.4  15,402  △50.5

その他  13,372  20.2  5,792  12.3

装置組立事業 小計  62,637  371.7  143,698  △89.1

液晶製造装置  62,637  658.0  62,637  352.8

太陽電池製造装置   －  －  81,061  △93.8

合計  283,372  30.6  233,698  △85.2
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 （３）販売実績 

 当第１四半期会計期間の販売実績を製品分野別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりで

あります。 

なお、（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門別 
当第１四半期会計期間 

（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

対前年同四半期増減率（％） 

精密切削加工事業 小計（千円）  219,818  △29.0

液晶製造装置関連部品（千円）   123,571  △39.5

太陽電池製造装置関連部品（千円）   25,302  1.7

半導体製造装置関連部品（千円）   58,935  △6.1

その他（千円）  12,009  △32.3

装置組立事業 小計（千円）   －  －

液晶製造装置（千円）   －  －

太陽電池製造装置（千円）   －  －

合計（千円）  219,818  △55.6

輸出先 

前第１四半期会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

アメリカ  176,417  100.0  11,279  100.0

合計 
 

（35.7％） 

176,417
 100.0

 

（5.1％） 

11,279
 100.0
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