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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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9月期第1四半期 3,753 △39.0 △1,206 ― △1,213 ― △733 ―

21年9月期第1四半期 6,148 ― △307 ― △581 ― △507 ―

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9月期第1四半期 △37.65 ―

21年9月期第1四半期 △25.74 ―

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9月期第1四半期 34,435 20,269 56.0 988.56
21年9月期 34,849 20,798 56.6 1,012.84

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  19,268百万円 21年9月期  19,741百万円

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9月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9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

10,000 △1.3 △1,100 ― △1,150 ― △1,100 ― ―

通期 27,000 39.9 1,200 ― 1,100 ― 700 ― 35.91
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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、３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 

 本書に記載した業績予想数値等は、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、実際の業績等は、様々な要因により異なる場合がありま 
す。業績予想等の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、３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。 

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9月期第1四半期 20,012,658株 21年9月期  20,012,658株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  521,252株 21年9月期  521,252株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 19,491,406株 21年9月期第1四半期 19,703,523株
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当第１四半期連結会計期間における半導体市場は、ＰＣやスマートフォン、液晶テレビ等の好調な販売を背景に

順調な回復をしたものの、年末商戦向けデバイスの生産ピークが過ぎたことで、メーカーの工場稼働率には一服感

が見られました。また、設備投資におきましては基本的に抑制の状況が継続しておりますが、一部で回復の兆しが

現れ始めました。 

一方、ＦＰＤ市場は液晶テレビの販売が好調で、各社液晶パネルの生産が高水準に推移し、また設備投資におい

ては、大手パネルメーカーによる中国大陸での設備投資計画が次々に発表される等、今後の回復が鮮明になりつつ

ありますが、足元における設備投資は季節要因もあり、低調に推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループは、前連結会計年度に引き続き人件費その他の固定費削減に努め、生産の効

率化や部材調達の見直し等により原価低減を推し進め、また新技術や新製品の開発も精力的に取組んでまいりまし

た。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高3,753百万円（前年同期比39.0%減）、営業損失1,206百万

円（前年同期は307百万円の営業損失）、経常損失1,213百万円（前年同期は581百万円の経常損失）、四半期純損失

733百万円（前年同期は507百万円の四半期純損失）となりました。 

  

なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

（１）事業の種類別セグメント 

① 半導体機器事業 

プローブカードは、半導体メーカー各社が次の量産デバイスに向けて調整期に入ったため、メモリ向け・

ロジック向けに関わらず、受注・売上が低調に推移いたしました。また、テスタにおきましては、主要メー

カーの量産化に伴う一時的設備投資があり、これを取り込むことができましたが、本格的な設備投資には至

らず、受注・売上の低迷が継続いたしました。 

営業損益に関しては、原価低減や経費削減等に努めたものの、売上高に対する減価償却費等固定費負担が

重く、損失を計上することとなりました。 

この結果、受注高は2,850百万円（前年同期比22.5%減）、売上高は3,077百万円（前年同期比33.1%減）、

営業損失は461百万円（前年同期は136百万円の営業利益）となりました。 

② ＦＰＤ機器事業 

ＬＣＤ検査装置は、設備投資が再開されたものの、季節要因もあり、低調な売上となりました。検査器具

プローブユニットにおきましては、メーカーでの新規パネルへの切り替えが消極的であったことや、簡易型

プローブユニットの採用が進んだこともあり、液晶パネル市場と同様の売上回復には至らず、低調な売上が

継続いたしました。 

営業損益に関しては、原価低減や経費削減等に努めたものの、固定費を吸収できず、損失を計上すること

となりました。 

この結果、受注高は1,803百万円（前年同期比46.9%増）、売上高は676百万円（前年同期比56.3%減）、営

業損失は425百万円（前年同期は125百万円の営業損失）となりました。 

  

（２）所在地別セグメント 

① 日本 

国内は、半導体や液晶パネル市場が回復しつつあるものの、設備投資抑制の影響を受け、主に半導体計測

機器及び液晶検査機器で売上が振るわず、売上高3,016百万円（前年同期比38.2%減）、営業損失863百万円

（前年同期は162百万円の営業損失）となりました。 

② アジア 

アジアは、主に台湾大手液晶パネルメーカーでの新規パネルの量産投入が消極的だったことや、簡易型プ

ローブユニットの採用が進んだこともあり、現地子会社による液晶検査器具プローブユニットの売上が低調

に推移し、売上高346百万円（前年同期比51.8%減）、営業利益８百万円（前年同期比96.0%減）となりまし

た。 

③ 米国 

米国では、半導体市場がまだ回復途上にあるため、現地子会社での半導体検査器具アドバンストプローブ

カードの売上が振るわず、売上高390百万円（前年同期比28.7%減）、営業損失15百万円（前年同期は９百万

円の営業損失）となりました。  

④ その他 

独国では、前連結会計年度に主要顧客が経営破綻し、新規の販路開拓もできなかったことから売上がな

く、営業損失13百万円（前年同期は12百万円の営業損失）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

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成22年9月期 第1四半期決算短信

－　3　－



  

（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資産合計は、前連結会計年度末に比べ414百万円減少し、34,435百万円

となりました。これは主に、投資有価証券が896百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が1,118百万円、減

価償却費により有形固定資産が318百万円減少したこと等によるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ115百万円増加し、14,165百万円となりました。これは主に、未払法人

税等が202百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が294百万円、短期借入金と長期借入金を合わせた純借入

額が215百万円増加したこと等によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ529百万円減少し、20,269百万円となりました。これは主に、その他

有価証券評価差額金が537百万円増加したものの、四半期純損失の計上により利益剰余金が928百万円減少したこ

と等によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間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197百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は4,302百万円となりました。 

当第１四半期連結会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） 

営業活動により得られた資金は383百万円（前年同期は2,232百万円の支出）となりました。これは主に、売上

債権の減少額1,085百万円、減価償却費480百万円、仕入債務の増加額334百万円等の資金増加要因が、税金等調

整前四半期純損失1,179百万円、たな卸資産の増加額220百万円等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） 

投資活動により得られた資金は33百万円（前年同期は684百万円の支出）となりました。これは主に定期預金

の払戻による収入333百万円が、韓国子会社の新工場設備投資等、有形固定資産の取得による支出207百万円を上

回ったこと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） 

財務活動により使用された資金は178百万円（前年同期は590百万円の収入）となりました。これは主に配当金

の支払額194百万円、担保定期預金の預入200百万円等の支出が、短期借入金と長期借入金を合わせた純借入額

230百万円を上回ったことによるものであります。 

  

平成21年11月19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。  

  

① 棚卸資産の評価方法  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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、

簿価切下げを行う方法により算定しております。 

② 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。 

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

（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１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,864 4,761

受取手形及び売掛金 6,575 7,693

製品 158 111

仕掛品 3,328 3,237

原材料及び貯蔵品 403 331

その他 1,609 1,891

貸倒引当金 △385 △409

流動資産合計 16,553 17,617

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,827 5,980

機械装置及び運搬具（純額） 2,956 3,192

その他（純額） 3,214 3,144

有形固定資産合計 11,998 12,317

無形固定資産 1,247 1,307

投資その他の資産   

投資有価証券 2,105 1,208

その他 2,897 2,766

貸倒引当金 △367 △367

投資その他の資産合計 4,635 3,607

固定資産合計 17,881 17,231

資産合計 34,435 34,849

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,234 2,939

短期借入金 4,262 3,795

未払法人税等 68 270

賞与引当金 222 421

製品保証引当金 223 264

その他 1,553 1,535

流動負債合計 9,564 9,227

固定負債   

社債 330 330

長期借入金 2,763 3,015

退職給付引当金 868 859

役員退職慰労引当金 － 618

長期未払金 615 －

その他 23 －

固定負債合計 4,601 4,823

負債合計 14,165 14,050
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,018 5,018

資本剰余金 5,769 5,769

利益剰余金 8,716 9,645

自己株式 △671 △671

株主資本合計 18,833 19,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 867 329

為替換算調整勘定 △432 △350

評価・換算差額等合計 434 △20

新株予約権 196 185

少数株主持分 803 871

純資産合計 20,269 20,798

負債純資産合計 34,435 34,849

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成22年9月期 第1四半期決算短信
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,148 3,753

売上原価 4,333 3,150

売上総利益 1,815 602

販売費及び一般管理費 2,122 1,809

営業損失（△） △307 △1,206

営業外収益   

受取利息 7 2

受取配当金 1 1

受取賃貸料 － 9

その他 26 14

営業外収益合計 35 28

営業外費用   

支払利息 16 24

持分法による投資損失 7 －

訴訟関連費用 152 6

為替差損 114 2

その他 19 0

営業外費用合計 309 34

経常損失（△） △581 △1,213

特別利益   

固定資産売却益 1 0

貸倒引当金戻入額 － 17

製品保証引当金戻入額 27 13

その他 2 3

特別利益合計 31 35

特別損失   

固定資産除却損 0 1

投資有価証券評価損 1 －

貸倒引当金繰入額 3 －

その他 0 －

特別損失合計 6 1

税金等調整前四半期純損失（△） △555 △1,179

法人税、住民税及び事業税 185 25

法人税等調整額 △388 △452

法人税等合計 △202 △427

少数株主利益又は少数株主損失（△） 154 △18

四半期純損失（△） △507 △733
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10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（△） △555 △1,179

減価償却費 570 480

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11 10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △457 △199

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △110 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △51 △38

貸倒引当金の増減額（△は減少） 194 △21

受取利息及び受取配当金 △9 △4

支払利息 16 24

売上債権の増減額（△は増加） 1,690 1,085

たな卸資産の増減額（△は増加） △742 △220

仕入債務の増減額（△は減少） △1,740 334

前受金の増減額（△は減少） 213 36

その他 512 122

小計 △471 439

利息及び配当金の受取額 14 10

利息の支払額 △14 △25

法人税等の支払額 △1,536 △26

その他の収入 － 0

その他の支出 △224 △14

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,232 383

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 △260 △69

定期預金の払戻による収入 206 333

有形固定資産の取得による支出 △262 △207

有形固定資産の売却による収入 3 1

投資有価証券の取得による支出 △238 －

その他の支出 △143 △30

その他の収入 9 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △684 33

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 2,443 2,400

短期借入金の返済による支出 △406 △1,755

長期借入金の返済による支出 △284 △413

担保定期預金の預入による支出 － △200

自己株式の取得による支出 △215 －

少数株主からの払込みによる収入 124 －

配当金の支払額 △890 △194

少数株主への配当金の支払額 △180 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー 590 △178

現金及び現金同等物に係る換算差額 △65 △40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,392 197

現金及び現金同等物の期首残高 7,596 4,104

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,204 4,302
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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〕

  
半導体機器事
業（百万円） 

ＦＰＤ機器事
業（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  4,602  1,546  6,148  －  6,148

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  (－)  －

計  4,602  1,546  6,148  (－)  6,148

営業利益又は営業損失（△）  136  △125  11  (318)  △307

  
半導体機器事
業（百万円） 

ＦＰＤ機器事
業（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  3,077  676  3,753  －  3,753

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  (－)  －

計  3,077  676  3,753  (－)  3,753

営業損失（△）  △461  △425  △886  (319)  △1,206

〔所在地別セグメント情報〕

日本 
（百万円） 

アジア

（百万円） 
米国

（百万円） 
その他

（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  4,883  717  547  －  6,148  －  6,148

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 552  219  5  19  797  (797)  －

計  5,436  937  552  19  6,946  (797)  6,148

 営業利益又は営業損失（△）  △162  214  △9  △12  30  (337)  △307

日本 
（百万円） 

アジア

（百万円） 
米国

（百万円） 
その他

（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  3,016  346  390  －  3,753  －  3,753

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 400  119  0  －  520  (520)  －

計  3,417  465  390  －  4,274  (520)  3,753

 営業利益又は営業損失（△）  △863  8  △15  △13  △883  (322)  △1,206
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

   

該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  アジア 米国 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,668  519  188  3,376

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  6,148

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％） 
 43.4  8.4  3.1  54.9

  アジア 米国 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,571  346  9  1,927

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  3,753

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％） 
 41.9  9.2  0.2  51.3

（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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