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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） 

 

(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3四半期 6,422 △62.5 △689 ― △863 ― △541 ―
21年3月期第3四半期 17,140 ― 734 ― 62 ― △61 ―

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 △54.84 ―
21年3月期第3四半期 △6.13 ―

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 15,508 7,908 50.9 799.60
21年3月期 17,676 8,471 47.8 856.33

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,891百万円 21年3月期  8,451百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
8.00 8.00

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 12,949 △39.5 △602 ― △842 ― △543 ― △55.02
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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、４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、４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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
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ください。 
２．当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、百万円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間より千円
単位で記載する方法に変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前第３四半期連結累計期間についても千円単位に組替え表示しております。 

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 10,152,000株 21年3月期  10,152,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  282,704株 21年3月期  282,700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  9,869,298株 21年3月期第3四半期 10,090,178株
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当第３四半期（９か月）におけるわが国経済は、政府による景気対策や中国を中心とするアジア圏経済の回復等

により輸出や生産は好転が見られたものの、円高やデフレの傾向が企業収益を圧迫する要因となるとともに、雇用

環境は一段と厳しさが増しており、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

当社グループの業績に影響を及ぼす半導体業界は、ＳＥＭＩ（Semiconductor Equipment and Materials 

International）が発表した2009年第３四半期の世界半導体製造装置出荷額が前期比69％増（受注額は前期比98％

増、前年同期比４％増）と回復の兆しが見られるようになりました。  

 このような状況のもと、当社の主力事業である水処理装置事業においては、液晶及び製薬関連などへの販売を強

化するとともに、ここ数年設備投資が見送られてきた半導体関連企業の一部で投資再開の動きが出てきました。水

処理装置については、韓国の液晶関連装置が売上に寄与したこと等により28億８百万円（前年同期比75.7％減）と

なりました。また国内の半導体・液晶関連工場の稼働率は一部に回復が見られますが、依然低水準であったことか

ら、メンテナンス及び消耗品の売上は32億１千７百万円（同35.7％減）、その他の事業の売上高は３億９千６百万

円（同33.0％減）となりました。 

利益面につきましては、前連結会計年度に引き続き販売費及び一般管理費の削減に注力し、前年同期比２億１千

１百万円の削減を実現したものの、減収による影響を吸収できなかったことに加え、円高の進展に伴い１億１千２

百万円の為替差損を計上いたしました。  

この結果、当第３四半期（９か月）連結会計期間の業績は、売上高64億２千２百万円（前年同期比62.5％減）、

営業損失６億８千９百万円（前年同期は７億３千４百万円の営業利益）、経常損失８億６千３百万円（前年同期は

６千２百万円の経常利益）、四半期純損失５億４千１百万円（前年同期は６千１百万円の四半期純損失）となりま

した。 

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて21億６千８百万円減少し、155億８百万円となりまし

た。これは主に、流動資産のうち現金及び預金が14億３千４百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が41億８

千１百万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て16億５百万円減少し、76億円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が５億１千５百万円、短期借入金が５億円、１年内償還予定の社債が４億５千万円それぞれ減少したこと等

によるものであります。 

また、純資産については、前連結会計年度末に比べて５億６千３百万円減少し、79億８百万円となりました。こ

れは主に、利益剰余金が６億２千２百万円減少したこと等によるものであります。  

 （連結キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期末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14億３千４百

万円増加し、38億４千２百万円となりました。当第３四半期におけるキャッシュ・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・フローの状況） 

営業活動の結果得られた資金は、27億５千５百万円（前年同期は11億５千３百万円の使用）となりました。これ

は主に、売上債権の減少が41億８千１百万円となった一方で、仕入債務の減少が５億２千７百万円となったこと等

によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況）  

投資活動の結果使用した資金は、８千６百万円（前年同期は15億６千１百万円の使用）となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出４千２百万円、投資有価証券の取得による支出９千８百万円等によるものであ

ります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動の結果使用した資金は、12億２千２百万円（前年同期は11億３千万円の獲得）となりました。これは主

に、短期借入金の返済による支出７億４千９百万円、長期借入金の返済による支出２億３千万円、社債の償還によ

る支出４億５千万円等によるものであります。 

平成21年10月15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。  

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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特定子会社の異動はありません。  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

２．製品保証見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の実績支出割合等が前連結会計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、前連結会計年度末の実績支出割合等を使用して製品保証見積高を算定しております。  

３．たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

たな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。  

４．税金費用の計算 

  税金費用については、当第３四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おります。

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

〔会計処理基準に関する事項の変更〕 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額１億円以上かつ工期６か月超の工事については

工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着

手した工事契約から、当第３四半期連結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、その他の工事については工事完成基準を適

用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は171,180千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調

整前四半期純損失は、それぞれ10,713千円減少しております。 

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：千円）

当第３四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,985,334 2,550,335

受取手形及び売掛金 4,546,958 8,728,130

有価証券 － 47

商品及び製品 49,142 38,861

仕掛品 1,581,578 1,162,577

原材料及び貯蔵品 197,956 229,605

その他 1,353,423 1,143,079

貸倒引当金 △19,316 △7,892

流動資産合計 11,695,076 13,844,745

固定資産   

有形固定資産 1,748,139 1,838,457

無形固定資産   

のれん 169,388 203,266

その他 582,376 662,481

無形固定資産合計 751,765 865,747

投資その他の資産 1,313,474 1,127,788

固定資産合計 3,813,379 3,831,994

資産合計 15,508,456 17,676,740

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,401,861 1,917,602

短期借入金 3,914,260 4,414,350

1年内償還予定の社債 － 450,000

製品保証引当金 54,539 103,399

工事損失引当金 184,464 154,422

賞与引当金 194,095 172,923

役員賞与引当金 4,666 6,221

その他 1,097,061 1,087,395

流動負債合計 6,850,948 8,306,315

固定負債   

長期借入金 121,600 232,300

退職給付引当金 270,343 261,589

役員退職慰労引当金 1,769 3,804

その他 355,348 401,179

固定負債合計 749,060 898,873

負債合計 7,600,009 9,205,188
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（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) 

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 2,236,800 2,236,800

資本剰余金 2,011,694 2,011,694

利益剰余金 3,886,458 4,509,029

自己株式 △131,159 △131,157

株主資本合計 8,003,792 8,626,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,732 10,351

為替換算調整勘定 △130,944 △185,320

評価・換算差額等合計 △112,212 △174,968

少数株主持分 16,866 20,153

純資産合計 7,908,446 8,471,551

負債純資産合計 15,508,456 17,676,740
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 17,140,647 6,422,706

売上原価 14,297,907 5,215,554

売上総利益 2,842,739 1,207,151

販売費及び一般管理費 2,108,253 1,897,132

営業利益又は営業損失（△） 734,485 △689,980

営業外収益   

受取利息 25,354 2,272

受取配当金 4,053 3,878

受取家賃 － 10,716

法人税等還付加算金 10,175 －

その他 18,533 2,916

営業外収益合計 58,117 19,785

営業外費用   

支払利息 53,377 50,941

為替差損 619,829 112,476

持分法による投資損失 42,560 21,893

その他 14,228 8,383

営業外費用合計 729,995 193,695

経常利益又は経常損失（△） 62,606 △863,890

特別利益   

固定資産売却益 － 72

貸倒引当金戻入額 330 30

特別利益合計 330 102

特別損失   

固定資産除却損 4,766 281

投資有価証券評価損 30,913 233

貸倒引当金繰入額 － 200

その他 2,052 －

特別損失合計 37,732 715

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（△）

25,204 △864,503

法人税、住民税及び事業税 72,459 △318,624

過年度法人税等 △43,714 －

少数株主利益又は少数株主損失（△） 58,358 △4,573

四半期純損失（△） △61,899 △541,305
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

25,204 △864,503

減価償却費 199,564 217,226

のれん償却額 12,407 34,686

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,467 11,584

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,500 21,172

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,875 △1,555

製品保証引当金の増減額（△は減少） 13,971 △49,831

工事損失引当金の増減額（△は減少） 185,846 31,362

退職給付引当金の増減額（△は減少） △77,960 7,579

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △774 △2,035

受取利息及び受取配当金 △29,408 △6,151

支払利息 53,377 50,941

為替差損益（△は益） 96,680 62,118

持分法による投資損益（△は益） 42,560 21,893

投資有価証券売却損益（△は益） 0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 30,913 233

固定資産売却損益（△は益） － △72

固定資産除却損 4,766 281

保険解約損益（△は益） 5,096 1,193

子会社清算損益（△は益） 899 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,005,905 4,181,511

たな卸資産の増減額（△は増加） △328,631 △383,058

前渡金の増減額（△は増加） 113,340 △81,550

その他の資産の増減額（△は増加） 278,523 270,154

仕入債務の増減額（△は減少） △1,379,284 △527,723

未払消費税等の増減額（△は減少） － △21,019

前受金の増減額（△は減少） 84,348 81,499

長期未払金の増減額（△は減少） △55,205 △27,319

その他の負債の増減額（△は減少） 331,346 △13,554

小計 △1,425,229 3,015,064

利息及び配当金の受取額 30,112 6,210

利息の支払額 △56,762 △44,547

法人税等の支払額 △183,683 △222,881

法人税等の還付額 482,055 1,286

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,153,507 2,755,131

野村マイクロ・サイエンス㈱ (6254) 平成22年３月期 第3四半期決算短信

－8－



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 47

有価証券の売却による収入 430 －

有形固定資産の取得による支出 △478,783 △42,857

無形固定資産の取得による支出 △389,531 △1,963

投資有価証券の取得による支出 － △98,200

投資有価証券の売却による収入 0 －

子会社株式の取得による支出 － △20,000

子会社の清算による収入 22,292 －

子会社の自己株式の取得による支出 △700,638 －

敷金及び保証金の差入による支出 △10,323 △18,678

敷金及び保証金の回収による収入 10,517 15,783

保険積立金の積立による支出 △21,191 △15,541

保険積立金の解約による収入 76,696 36,740

貸付けによる支出 △72,000 －

貸付金の回収による収入 2,322 65,322

ゴルフ会員権の取得による支出 － △4,035

その他 △835 △3,153

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,561,043 △86,536

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 2,500,000 366,843

短期借入金の返済による支出 △700,000 △749,975

長期借入金の返済による支出 △332,700 △230,700

社債の償還による支出 － △450,000

リース債務の返済による支出 △10,466 △10,855

自己株式の取得による支出 △123,176 △2

配当金の支払額 △203,040 △148,039

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,130,617 △1,222,729

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105,725 △10,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,689,658 1,434,998

現金及び現金同等物の期首残高 3,915,665 2,407,335

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △29,644 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,196,362 3,842,334
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年

12月31日）及び当第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） 

 水処理装置事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
その他の地
域（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 3,444,638 1,263,372 107,778 4,815,789      － 4,815,789

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
92,831 22,309 △9 115,130 （115,130） － 

計 3,537,469 1,285,681 107,768 4,930,919 （115,130） 4,815,789

営業利益又は営業損失（△） 413,967 198,546 △730 611,784 （345,599） 266,185

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
その他の地
域（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 2,243,080 447,315 135 2,690,531  － 2,690,531

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
155,696 42,900 781 199,378 （199,378） － 

計 2,398,777 490,215 917 2,889,909 （199,378） 2,690,531

営業利益又は営業損失（△） 81,547 68,063 △10,446 139,164 （168,883） △29,718

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
その他の地
域（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 11,968,964 4,932,484 239,197 17,140,647      － 17,140,647

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
257,442 90,687 613 348,743 （348,743） － 

計 12,226,407 5,023,172 239,811 17,489,391 （348,743） 17,140,647

営業利益又は営業損失（△） 983,453 536,854 △7,730 1,512,578 （778,092） 734,485
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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） 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

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） 

  

 該当事項はありません。 

  

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
その他の地
域（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 5,757,916 661,113 3,677 6,422,706  － 6,422,706

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
189,686 75,297 781 265,765 （265,765）  － 

計 5,947,602 736,411 4,458 6,688,472 （265,765） 6,422,706

営業利益又は営業損失（△） △116,544 29,160 △41,789 △129,173 （560,807） △689,980

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,982,580  107,768  3,090,348

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  4,815,789

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 62.0  2.2  64.2

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,525,528  135  1,525,664

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  2,690,531

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 56.7  0.0  56.7

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  10,966,479  239,811  11,206,291

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  17,140,647

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 64.0  1.4  65.4

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,329,777  3,677  2,333,455

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  6,422,706

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 36.3  0.0  36.3

（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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