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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

（注）平成21年３月期第３四半期については、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3四半期 7,767 ― △2,242 ― △2,438 ― △2,546 ―
21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 △25,460.61 ―
21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 29,859 2,863 9.6 28,636.89
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,863百万円 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  有  
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 20,200 ― 450 ― 150 ― 100 ― 1,000.00
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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。 
  なお、平成21年10月29日の「平成22年３月期 第２四半期決算短信」において公表いたしました通期業績予想を、平成22年１月28日別途公表しておりま 
  す「業績予想の修正に関するお知らせ」により変更しております。 
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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 100,000株 21年3月期第3四半期 100,000株
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 当第３四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、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いては、設備投資に対して慎重な姿勢を続けて

いるものの、一部では前向きな姿勢を示す販売先もみられてきており、当社を取り巻く経営環境につきましては、回

復の兆しがみられております。 

 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やパワー半導体用途

向けエピタキシャル成長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、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３四半期連結累計期間における売上高につきましては、7,767百万円となりました。利益面につき

ましては、営業損失2,242百万円、経常損失2,438百万円、四半期純損失2,546百万円となりました。 

  

   （１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結累計期間末の資産は、29,859百万円となりました。主な内容は、仕掛品9,257百万円、商品及

び製品8,441百万円、有形固定資産4,834百万円、現金及び預金3,711百万円等によるものです。 

当第３四半期連結累計期間末の負債は、26,995百万円となりました。主な内容は、短期借入金15,500百万円、

長期借入金3,500百万円、支払手形及び買掛金2,318百万円等によるものです。 

当第３四半期連結累計期間末の純資産は、2,863百万円となりました。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△3,689百万円等によるものです。 

  （２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、3,635百万円となり

ました。第３四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） 

     第３四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、2,554百万円となりました。これは主に、

棚卸資産の減少2,097百万円、売上債権の減少1,830百万円及び前受金の増加1,242百万円等に対し、税金等調整

前四半期純損失2,505百万円、仕入債務の減少1,928百万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） 

     第３四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、585百万円となりました。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107百万円によります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     第３四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、80百万円となりました。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419百万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22年３月期の業績予想におきましては、平成21年10月29日の「平成22年３月期第２四半期決算短信」の発表時

に公表いたしました通期の業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成22年１月28日）別途公表

しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。  

  

 該当事項はありません。  

  

    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。  

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）

（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
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    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。 

  

  

（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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 3,711,725

受取手形及び売掛金 2,411,031

商品及び製品 8,441,605

仕掛品 9,257,598

その他 549,818

流動資産合計 24,371,780

固定資産  

有形固定資産 4,834,547

無形固定資産 194,034

投資その他の資産 458,812

固定資産合計 5,487,394

資産合計 29,859,175

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 2,318,393

短期借入金 15,500,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000

未払法人税等 133,499

製品保証引当金 56,979

その他 3,542,182

流動負債合計 21,951,057

固定負債  

長期借入金 3,500,000

退職給付引当金 1,158,127

役員退職慰労引当金 12,933

その他 373,367

固定負債合計 5,044,428

負債合計 26,995,486

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 △3,689,047

株主資本合計 2,856,952

評価・換算差額等  

為替換算調整勘定 6,736

評価・換算差額等合計 6,736

純資産合計 2,863,689

負債純資産合計 29,859,175
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,767,121

売上原価 5,665,520

売上総利益 2,101,600

販売費及び一般管理費 4,343,936

営業損失（△） △2,242,336

営業外収益  

受取利息 398

為替差益 66,818

受取賃貸料 31,219

その他 31,693

営業外収益合計 130,129

営業外費用  

支払利息 246,589

その他 80,102

営業外費用合計 326,692

経常損失（△） △2,438,899

特別損失  

有形固定資産除却損 16,624

賃貸借契約解約損 50,000

特別損失合計 66,624

税金等調整前四半期純損失（△） △2,505,523

法人税、住民税及び事業税 40,537

法人税等合計 40,537

四半期純損失（△） △2,546,060
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △2,505,523

減価償却費 1,021,023

長期前払費用償却額 172,500

有形固定資産除却損 16,624

手形売却損 10,745

製品保証引当金の増減額（△は減少） 10,098

退職給付引当金の増減額（△は減少） 136,612

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △328

受取利息及び受取配当金 △398

支払利息 246,589

売上債権の増減額（△は増加） 1,830,282

前受金の増減額（△は減少） 1,242,432

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,097,853

仕入債務の増減額（△は減少） △1,928,539

未払消費税等の増減額（△は減少） 373,462

その他 259,253

小計 2,982,692

利息及び配当金の受取額 398

利息の支払額 △266,702

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 2,554,166

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 △76,500

有形固定資産の取得による支出 △107,764

無形固定資産の取得による支出 △890

長期前払費用の取得による支出 △400,000

その他 22

投資活動によるキャッシュ・フロー △585,132

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 △419,512

財務活動によるキャッシュ・フロー 80,487

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,053,394

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 3,635,225
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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3四半期連結累計期間 

（自 平成21年 ４月１ 日 

   至 平成21年12月31日） 

Ⅰ海外売上高

（千円） 
521,501 109,994 4,944,125 5,575,621

Ⅱ連結売上高

（千円） 
- 7,767,121

Ⅲ海外売上高の

連結売上高に占

める割合（％） 

6.7 1.4 63.7 71.8

（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12月31日) 

区分 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 7,183,731 100.0

Ⅱ 売上原価 4,570,845 63.6

  売上総利益 2,612,885 36.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,938,337 -

  営業損失（△） △2,325,451 -

Ⅳ 営業外収益 55,995 -

Ⅴ 営業外費用 645,320 -

  経常損失（△） △2,914,775 -

Ⅵ 特別損失 13,862 -

 税引前四半期純損失（△） △2,928,638 -

 法人税、住民税及び事業税 6,037

 法人税等調整額 237,856 243,893 -

 四半期純損失（△） △3,172,532 -

 
 

（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12月31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（△） △2,928,638 

減価償却費 659,299 

長期前払費用償却額 112,500 

有形固定資産除却損 1,006 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △20,723 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 111,387 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,307 

受取利息及び受取配当金 △2,324 

支払利息 196,429 

売上債権の増減額（△は増加） 4,910,674 

前受金の増減額（△は減少） 531,379 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,713,049 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,560,176 

未収消費税等の増減額（△は増加） 143,123 

その他 △502,810 

小計 △2,080,229 

利息及び配当金の受取額 2,324 

利息の支払額 △205,152 

法人税等の還付額 203,170 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,079,887 

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 △490,648 

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 1,484 

投資活動によるキャッシュ・フロー △504,233 

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） △634,120 

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 1,846,724 

（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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