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1.  平成22年8月期第2四半期の業績（平成21年9月1日～平成22年2月28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2四半期 428 △67.0 △164 ― △214 ― △193 ―
21年8月期第2四半期 1,298 ― △184 ― △122 ― △242 ―

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2四半期 △10,427.14 ―
21年8月期第2四半期 △13,125.62 ―

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2四半期 3,304 430 13.0 23,210.22
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2四半期  430百万円 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 ― 0.00
22年8月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,090 △45.7 △200 ― △270 ― △250 ― △13,484.35
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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  

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。 

(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） 

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) 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第2四半期 18,540株 21年8月期  18,506株
② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期  ―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2四半期 18,525株 21年8月期第2四半期 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、上記予想に関する詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、輸出、生産や

個人消費は持ち直しの動きがあり、企業収益と設備投資は改善しつつあり、景気は着実に持ち直してきていますが、

自律性は弱く、また、雇用情勢の悪化懸念や海外景気の下振れ懸念など景気を下押しするリスクが払拭できず、依然

として厳しい状況にありました。 

太陽電池業界では、国内市場において、家庭向けの補助金や余剰電力買い取り制度による効果もあり、主に結晶系

太陽電池の需要が拡大しました。海外市場においても、 悪期を脱したドイツを初めとする欧州の需要が拡大し、再

び活況を呈していますが、結晶系と化合物系のシェアが高く、シリコン薄膜系太陽電池の需要は低迷しております。

ＦＰＤ業界では、主に中国と日本市場の薄型テレビ需要増加により設備投資増加の動きが顕著となりました。ま

た、従来は生産地であった中国が主要な需要地として変貌し、主要なＦＰＤ分野での設備投資が中国本土へ変更され

始める変化が起こりました。 

半導体業界では、パソコンや携帯端末に加え自動車向け等、幅広い産業の需要は急回復し、半導体製造装置の受注

も順調に増加しています。 

このような経済環境の中、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・生産し

ました。ＦＰＤ分野では、日本国内及び、台湾・韓国における設備投資が中国当局の動向待ちで定まらない状況が続

いたほか、ウォン安に勢いづく韓国装置メーカーに押されて当社の受注も低迷が長引きました。又、装置の市場価格

下落による部品価格の下落も厳しく、受注を見送りする案件も多く発生いたしました。なお、好調なパネルメーカー

の生産状況から消耗部品等の生産は順調に推移いたしました。 

半導体分野では、 終需要の好調により受注・生産共に好調を維持しました。 

装置組立事業では選別受注の方針を立てたことで、不採算のために受注を見送る案件が多く受注と生産は低迷いた

しました。 

売上高につきましては、装置組立事業の大型案件の売上高が計上されなかったことと、精密切削加工事業では半導

体分野が順調に回復したもののＦＰＤ分野の大型案件が計上されなかったことによって、対前年同四半期増減率

△67.0％の428百万円となりました。利益面につきましては、経営改善計画の実施による固定費削減と製造拠点の再

配置等も含めた生産面の効率化に取組みましたが、売上高の低迷と受注単価の下落により営業損失を計上いたしまし

た。なお、特別利益として本社第４工場増設に伴う補助金収入が25百万円発生いたしました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は428百万円(対前年同四半期増減率△67.0％)、営業損失は

164百万円(前年同四半期の営業損失は184百万円)、経常損失は214百万円(前年同四半期の経常損失は122百万円)、四

半期純損失193百万円(前年同四半期純損失は242百万円)となりました。 

  

当第２四半期会計期間末における総資産は、現預金及び売上債権の減少等により前期末比270百万円減少し3,304百

万円となりました。純資産は、四半期純損失となったため、前期末比191百万円減少し430百万円となり、自己資本比

率は13.0％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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264百万

円減少し、311百万円となりました。 

（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、89百万円の支出（前年同四半期は49百万円の支出）となりました。これは

主に、増加要因として、減価償却費168百万円、売上債権の減少額79百万円及び未収消費税等の減少額８百万円、減

少要因として、税引前四半期純損失191百万円、受注損失引当金の減少額15百万円、たな卸資産の増加額６百万円、

仕入債務の減少額142百万円、利息の支払額22百万円及び法人税等の支払額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、225百万円の支出（前年同四半期は582百万円の支出）となりました。これ

は、主に、建設中の大型溶接設備等の有形固定資産の取得による支出225百万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、63百万円の収入（前年同四半期は591百万円の収入）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300百万円及び長期借入による収入80百万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215百万円によるものであります。  

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
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平成22年４月12日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、事業環境の変化を受

け、平成21年10月14日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。 

今後の見通しにつきましては、半導体分野では過去 高レベルの受注が続き、ＦＰＤ分野でも受注拡大傾向にあり

ます。また、太陽電池分野でも量産受注見通しが出始めておりますが、受注時期が流動的であります。これらを踏ま

えまして、当期通期売上高は1,090百万円(対前期増減率△45.7％)、営業損失は200百万円(前期の営業損失は546百万

円)、経常損失は270百万円(前期の経常損失は500百万円)、当期純損失は250百万円(前期の当期純損失は700百万円)

を予想しております。 

なお、市場環境の変動が大きく、まだ不安定なことから今回予定しておりました中期事業計画の発表は、順延させ

ていただき、平成22年10月までに発表するものといたします。 

  

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２四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。  

当社は、前々事業年度において39百万円、前事業年度において546百万円の営業損失を計上しました。また、

当第２四半期累計期間においても164百万円の営業損失を計上しております。これらにより、継続企業の前提に

関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

しかしながら、当社は景気 悪期を乗り切り収益確保を可能にする事業体制とコスト構造を実現するため、

「経営改善計画」を実施中であります。また、経営改善計画は当社主要銀行と協調して実行しており、計画期間

に必要な資金の協力を得ております。 

現在の「経営改善計画」の進捗につきましては、下記のとおりです。 

①人件費等経費の削減による固定費の圧縮 

従業員の給与調整措置は、前事業年度から引き続き、第１四半期会計期間末まで実施しておりましたが、第

１四半期会計期間において、各分野での受注が増加し、今後も継続するとの見通しに至ったため、平成21年12

月より解除しております。なお、役員報酬の減額措置は、前事業年度より引き続き実施しております。 

②生産管理の強化 

熊本事業所における採算性を改善するため、熊本事業所の従業員を本社へ一時的に異動し、本社での教育訓

練を実施しました。これにより熊本事業所では、教育活動によってプログラム能力を拡大した上で、平成22年

１月より切削加工事業を、平成22年２月より装置組立事業を再稼働しております。 

また、平成22年４月に組織改編を行い、営業部門と生産管理部門を再編したことで、社内能力に合わせた受

注を行いやすい体制とし、生産性を上げることで受注能力を強化いたしました。 

③新規顧客開拓の推進と営業力の強化 

新規顧客開拓につきましては、当社の得意分野である半導体・液晶・太陽電池分野では、今後拡大が見込め

る開発案件を積極的に受注する活動を行いました。また、既存の客先についても深耕化を図り、低迷時期なが

らもシェアの拡大ができました。 

３．業績予想に関する定性的情報

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

（３）継続企業の前提に関する重要事象等
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これらの結果、当第２四半期会計期間において、新規顧客の受注比率は顧客全体の約14%となっています。 

また、平成22年４月の組織改編で、戦略的営業展開と協力企業開拓を主業務とする営業技術部を新設し、営

業経験の長い取締役が担当部長となってその任にあたることとしております。 

営業技術部では、営業分野の知識から生産全般の知識と外注を含めた管理技能等、知識と技能をもつ人材を

育成し、当社のエンジニアリング能力を高める目的を持ち、設備投資のみに依存しない体制構築を行います。

  

これらの経営改善策等により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないと判断しております。 

なお、文中の将来に関する事項は、当第２四半期決算短信提出日現在において当社が判断したものです。  
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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２四半期会計期間末 
(平成22年２月28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 311,280 575,724

受取手形及び売掛金 306,585 386,388

商品及び製品 3,477 7,092

仕掛品 62,780 76,029

原材料及び貯蔵品 23,927 185

その他 55,494 46,763

貸倒引当金 △8,976 △8,996

流動資産合計 754,569 1,083,188

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 696,836 719,209

構築物（純額） 30,111 34,253

機械及び装置（純額） 875,507 999,375

車両運搬具（純額） 5,982 7,911

工具、器具及び備品（純額） 8,275 9,958

土地 520,338 520,338

リース資産（純額） 21,241 24,025

建設仮勘定 377,069 160,002

有形固定資産合計 2,535,364 2,475,073

無形固定資産 11,618 15,451

投資その他の資産 3,013 1,451

固定資産合計 2,549,997 2,491,976

資産合計 3,304,567 3,575,164

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 62,448 205,353

短期借入金 300,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 406,220 416,020

未払法人税等 2,745 2,343

受注損失引当金 9,000 24,000

その他 75,702 58,810

流動負債合計 856,116 806,527

固定負債   

長期借入金 2,001,602 2,127,412

その他 16,531 19,245

固定負債合計 2,018,133 2,146,657

負債合計 2,874,249 2,953,184

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 △193,162 △383,019

株主資本合計 430,317 621,980

純資産合計 430,317 621,980

負債純資産合計 3,304,567 3,575,164
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 1,298,914 428,737

売上原価 1,365,058 474,771

売上総損失（△） △66,143 △46,034

販売費及び一般管理費 118,135 118,408

営業損失（△） △184,279 △164,442

営業外収益   

受取利息 222 253

為替差益 79,194 －

助成金収入 3,902 7,121

その他 3,737 938

営業外収益合計 87,056 8,312

営業外費用   

支払利息 21,424 17,584

為替差損 － 5,771

休止固定資産減価償却費 － 29,768

その他 3,359 5,459

営業外費用合計 24,783 58,584

経常損失（△） △122,006 △214,713

特別利益   

新株予約権戻入益 5,875 －

補助金収入 － 25,049

貸倒引当金戻入額 － 159

特別利益合計 5,875 25,208

特別損失   

固定資産除却損 － 1,535

減損損失 159,196 －

特別損失合計 159,196 1,535

税引前四半期純損失（△） △275,327 △191,041

法人税、住民税及び事業税 2,154 2,122

法人税等還付税額 △1,167 △0

法人税等調整額 △33,412 －

法人税等合計 △32,425 2,121

四半期純損失（△） △242,902 △193,162
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 804,309 208,919

売上原価 812,365 254,473

売上総損失（△） △8,056 △45,554

販売費及び一般管理費 47,451 58,026

営業損失（△） △55,507 △103,581

営業外収益   

受取利息 189 151

為替差益 28,296 8,016

助成金収入 3,902 2,240

その他 1,659 576

営業外収益合計 34,048 10,985

営業外費用   

支払利息 12,839 9,288

休止固定資産減価償却費 － 7,977

その他 2,982 304

営業外費用合計 15,821 17,571

経常損失（△） △37,281 △110,166

特別利益   

新株予約権戻入益 5,875 －

補助金収入 － 25,049

貸倒引当金戻入額 － 47

特別利益合計 5,875 25,096

特別損失   

固定資産除却損 － 1,535

減損損失 159,196 －

特別損失合計 159,196 1,535

税引前四半期純損失（△） △190,602 △86,605

法人税、住民税及び事業税 1,093 1,061

法人税等還付税額 － △0

法人税等調整額 △1,449 －

法人税等合計 △356 1,060

四半期純損失（△） △190,246 △87,666
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28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（△） △275,327 △191,041

減価償却費 259,666 168,498

有形固定資産除却損 － 1,535

減損損失 159,196 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,019 △159

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） △25,000 △15,000

新株予約権戻入益 △5,875 －

受取利息及び受取配当金 △222 △253

支払利息 21,424 17,584

株式交付費 － 90

為替差損益（△は益） 5,819 12,508

売上債権の増減額（△は増加） △281,661 79,803

たな卸資産の増減額（△は増加） 70,619 △6,878

仕入債務の増減額（△は減少） △41,509 △142,905

未収消費税等の増減額（△は増加） 28,677 8,525

その他 100,854 2,401

小計 13,681 △65,288

利息及び配当金の受取額 241 256

利息の支払額 △22,047 △22,661

法人税等の還付額 2,274 85

法人税等の支払額 △43,261 △2,129

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,111 △89,737

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 △578,046 △225,642

無形固定資産の取得による支出 △4,942 －

従業員に対する貸付金の回収による収入 724 210

長期貸付金の回収による収入 － 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △582,264 △225,411

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 626,230 300,000

短期借入金の返済による支出 △241,002 △100,000

長期借入れによる収入 380,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △172,276 △215,610

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,593 △2,586

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 591,358 63,212

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,974 △12,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,990 △264,444

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 297,480 311,280
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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２四半期累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２四半期累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。 

３．前第２四半期累計期間において装置組立事業の太陽電池製造装置分野で受注のキャンセルが発生し、受注高

（純額）が△609,193千円、装置組立事業小計で△339,270千円、受注高合計で△7,115千円となったため、

対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

６．その他の情報

事業部門別 
当第２四半期累計期間 

（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

  
対前年同四半期増減率（％） 

  

精密切削加工事業 小計（千円）  413,228  △27.9

ＦＰＤ製造装置関連部品（千円）   225,126  △47.4

太陽電池製造装置関連部品（千円）   32,531  △13.9

半導体製造装置関連部品（千円）   131,508  51.8

その他（千円）  24,061  16.9

装置組立事業 小計（千円）   7,829  △98.8

ＦＰＤ製造装置（千円）   －  －

太陽電池製造装置（千円）   －  －

半導体製造装置（千円）   －  －

その他（千円）  7,829  －

合計（千円）  421,058  △66.0

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    449,395  35.3  120,091  33.2

ＦＰＤ製造装置関連部品     240,552  6.4  75,500  10.1

太陽電池製造装置関連部品    30,203  54.8  5,910  △51.9

半導体製造装置関連部品    151,810  146.5  32,642  －

その他    26,828  7.9  6,039  △8.9

装置組立事業 小計    74,564  －  147,795  △67.9

ＦＰＤ製造装置  62,637  △76.8  62,637  △76.7

太陽電池製造装置   500  －  81,561  △57.5

半導体製造装置  －  －  －  －

その他  11,427  －  3,597  －

合計  523,959  －  267,887  △51.4
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 （３）販売実績 

 当第２四半期累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．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２四半期累計期間 

（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

対前年同四半期増減率（％） 

精密切削加工事業 小計（千円）  420,907  △31.1

ＦＰＤ製造装置関連部品（千円）   230,060  △49.0

太陽電池製造装置関連部品（千円）   32,461  △15.5

半導体製造装置関連部品（千円）   130,646  46.7

その他（千円）  27,739  △13.4

装置組立事業 小計（千円）   7,829  △98.9

ＦＰＤ製造装置（千円）   －  －

太陽電池製造装置（千円）   －  －

半導体製造装置（千円）   －  －

その他（千円）  7,829  －

合計（千円）  428,737  △67.0
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