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

（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。 

(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。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（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 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 20,236 ― 952 ― 665 ― 537 ―

21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 5,357.41 ― ― ― 4.7
21年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 36,452 7,878 21.6 65,650.43
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期  7,878百万円 21年3月期  ―百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 6,016 △590 841 7,858
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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）

 

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

9,000 36.1 400 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 28,000 38.4 1,700 78.6 1,000 50.4 1,000 86.2 8,333.33
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
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。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3月期 120,000株 21年3月期 100,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 20,028 75.2 772 ― 499 ― 425 ―

21年3月期 11,434 △43.1 △2,351 ― △3,036 ― △3,611 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 4,237.45 ―

21年3月期 △36,111.46 ―

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 36,135 7,754 21.5 64,617.94
21年3月期 33,664 5,403 16.0 54,030.13

（参考） 自己資本 22年3月期  7,754百万円 21年3月期  5,403百万円

※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、前連結会計年度の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。 
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。 

- 2 -

株式会社ニューフレアテクノロジー（6256）平成22年３月期決算短信



(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、リーマンショック後の大幅な景気後退の後、各種政策効果や在庫調整

の一巡により、個人消費の持ち直しや企業の設備投資の下げ止まりがみられる一方で、景気回復力は依然弱く、

総じて厳しい状況で推移しました。 

 海外においては、欧米経済が大幅な景気悪化の後、地域差があるものの緩やかな景気回復傾向にあります。ア

ジア、その他の地域経済は、一時の大幅な減速から持ち直した後、輸出の回復や内需の高い伸びに支えられ成長

が続いています。 

 当社グループが販売する、電子ビームマスク描画装置、マスク検査装置、エピタキシャル成長装置はいずれも

半導体関連装置であり、当社グループは、半導体業界、半導体フォトマスク業界及びウェハ業界の事業環境の影

響を大きく受けます。これらの業界では、在庫調整の進捗や国内外経済の持ち直し等により、一部で設備投資の

再開に前向きな姿勢を示すところもみられたものの、当社グループの主要販売先である半導体メーカー、半導体

フォトマスクメーカー及びウェハメーカー各社においては、設備投資に対する慎重な姿勢が続きました。 

 このような状況のもとで、当社グループは、戦略的且つ積極的な営業活動に努めてまいりました。 

 以上の結果、当連結会計年度における連結受注高は31,914百万円、連結売上高は20,236百万円、連結受注残高

は15,847百万円となりました。 

 また、損益面につきましては、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努めた結果、

連結当期純利益537百万円を計上することとなりました。 

  

 ②次期の見通し  

 次期の見通しにつきましては、国内外経済の回復等を背景に半導体市況は回復を続けると見られ、当社グルー

プの主要販売先である半導体メーカー、半導体フォトマスクメーカー及びウェハメーカー各社においては、設備

投資が大幅に回復するものと予想されます。 

 当社グループといたしましては、市場の回復に迅速に対応し、販売機会の 大化を図りながら、旧機種在庫の

一掃を進めてまいります。 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、連結売上高28,000百万円（前期比38.4%増）、連結営業利益

1,700百万円、連結経常利益1,000百万円、連結当期純利益1,000百万円としております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

     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、前年同連結会計期間との増減の状況について 

  は、記載しておりません。 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産の残高は、36,452百万円となりました。 

  流動資産につきましては、28,814百万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金8,804百万円、現金

及び預金7,936百万円、商品及び製品6,573百万円、仕掛品5,090百万円等によるものであります。  

 固定資産につきましては、7,637百万円となりました。内容は、有形固定資産6,162百万円、投資その他の資産

806百万円、無形固定資産669百万円によるものであります。 

  流動負債につきましては、23,600百万円となりました。主な内容は、短期借入金14,500百万円、支払手形及び

買掛金4,493百万円、前受金1,435百万円等によるものです。 

  固定負債につきましては、4,973百万円となりました。主な内容は、長期借入金3,400百万円、退職給付引当金

1,177百万円等によるものであります。 

  純資産につきましては、7,878百万円となりました。主な内容は、資本金6,486百万円、資本剰余金1,986百万

円、利益剰余金△605百万円等によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、7,858百万円となりました。なお、

当連結会計年度中における各キャッシュ・フロー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） 

 当連結会計年度の営業活動の結果取得した資金は、6,016百万円となりました。これは主に、たな卸資産の

減少6,077、減価償却費1,410百万円、税金等調整前当期純利益598百万円等の資金取得に対し、売上債権の増

加4,560百万円等が相殺されたことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は、590百万円となりました。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112百万円等によるものです。 

１．経営成績
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の財務活動の結果取得した資金は、841百万円となりました。 

これは主に、株式発行による取得1,910百万円等に対し、短期借入金の減少500百万円、リース債務の返済によ

る支出556百万円等が相殺されたことによるものです。 

 （参考）連結キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

(注)１．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。 

  ２．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する適正な利益還元を経営の重要な課題と認識しており、財務体質の改善及び収益力の向上を

図りながら長期的かつ安定的な配当及び利益還元を実施することを基本方針としております。 

 しかしながら、当連結会計年度におきましては、利益剰余金が依然としてマイナスであることから、期末配当に

つきましては、誠に遺憾ながら無配を予定しております。 

 また、次期連結会計年度の期末配当予想につきましても、無配としておりますが、収益力の向上及び財務体質の

改善を図り、一日も早い復配を目指してまいります。 

  平成22年３月期

自己資本比率（％） 21.6 

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率

（％） 

317.3 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ

（倍） 

18.4 
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(4）事業等のリスク 

 以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及びその他投資者の正

確な判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しています。当社は、これらのリスクを

認識したうえで、その発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針です。なお、以下に記載する事項は

本書提出日（平成22年５月13日）現在において当社で想定される範囲で記載したものです。 

  

①半導体市場の変動に関するリスクについて 

  当社が販売する、電子ビームマスク描画装置、マスク検査装置、エピタキシャル成長装置は、技術革新が激し

い半導体業界の先端技術を実現する製造装置であり、製品自体の技術革新も日進月歩であります。半導体市場

は、技術変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小すること

があり、半導体メーカー、半導体フォトマスクメーカー及びウェハメーカーは市場環境の変化に応じて設備投資

を増加又は減少させる傾向があります。当社は、このような事業環境に対応するため、受注生産の徹底による在

庫の適正化、生産性の向上や業務の効率化・合理化を行い、体質の強化に取り組んでおります。しかしながら、

予期せぬ市況規模の大幅な縮小によって、受注又は売上げの遅延、取り消し、減額、在庫の増加等が生じた場

合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ②電子ビームマスク描画装置に関するリスクについて 

  当社の主力製品である電子ビームマスク描画装置は、先端開発を行なう半導体メーカー及び半導体マスクメー

カーを中心に拡販を続け、事業を拡大してまいりました。 

  先端半導体のプロセス開発や生産には、多額の投資資金を要するため、これらを自社で行なう先端メーカー

は、業界の中でも限られております。市場環境の変化により、これらの先端開発・生産を行うメーカーが減少す

る等した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③マスク検査装置に関するリスクについて 

  当社は、平成19年３月期よりマスク検査装置事業に参入し、既に製造、販売実績がありますが、当連結会計年

度における売上高は、1,224百万円（構成比6.1%）にとどまっております。 

  マスク検査装置には、先行する有力な競合メーカーがおり、本格的な装置の拡販のためには、当社製品の市場

認知度の向上等に注力する必要がありますが、当社装置の市場浸透にさらに長時間を要した場合、在庫処理によ

り、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ④エピタキシャル成長装置について 

  当社は、当連結会計年度より、エピタキシャル成長装置の新製品の販売を開始しております。 

  しかしながら、本格的な装置の拡販のためには、当社製品の市場認知度の向上に注力するとともに、半導体メ

ーカーからウェハメーカーへの市場浸透を進める必要があると考えておりますが、認知度の向上と市場浸透に時

間を要する場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤研究開発に関するリスクについて 

  当社の製品に求められる技術は、高度且つ多岐にわたっています。そのため、当社は、収益の変動にかかわら

ず継続的に一定水準の研究開発投資を行っております。 

  しかしながら、当社の研究開発成果が市場に受け入れられない場合や、タイムリーに行なえない場合、あるい

は競合他社との開発競争の激化や、代替技術の市場浸透が起こった場合、販売激化や収益性の低下等により、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥知的財産権に関するリスクについて 

  当社は、製品差別化と技術優位性の維持のために行なっている研究開発活動に伴って、多くの知的財産権を取

得し、これを保有しております。当社は、これら知的財産権の維持及び保護について 善の努力をしております

が、当社の知的財産権を他社が無断使用すること等により提訴に至った場合、多額の訴訟費用が発生する可能性

があります。 

  また一方で、当社は、第三者の知的財産権を侵害しないように十分な配慮のもと製品開発を行なっております

が、他社あるいは個人等により、その知的財産権を侵害したとして提訴される可能性があります。これらの事態

が生じた場合、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

⑦為替変動に関するリスクについて 

  当社の全社売上高に占める海外売上高比率は、当連結会計年度においては約59％と高水準となっております。

このため当社は、為替変動リスクを回避する観点から円建て決済取引を行なっており、通常の為替変動に伴う当

社業績へ影響は軽微であります。しかしながら、為替市場が大きく変動する等した場合、販売先から市場変動に

見合った販売価格の調整を要請される可能性があり、販売価格の調整により装置の利益率が低下する等した場

合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑧信用リスク・資金繰りに関するリスクについて 

  当連結会計年度末における有利子負債残高は、19,091百万円、有利子負債自己資本比率は242%と高水準となっ

ております。当社は、当連結会計年度に実施した第三者割当増資により、技術競争力を強化し、事業収益の拡大

による自己資本を拡充することに加え、受注生産の徹底による在庫水準の適正化や、製品受注時の前受金受領を

促進することで手元現金を充実させ資金繰りの改善を図るとともに、有利子負債の削減を図ってまいります。ま

た、日常の資金繰りについても、流動性リスクの観点から適正な管理に努めております。 

  しかしながら、事業環境の急激な変化による当社の収益性あるいは財務状況の悪化が生じた場合、また金融市

場の不安定化が生じた場合、当社の資金調達が困難となる、もしくは当社の信用力低下等による資金調達コスト

の増加により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨その他のリスクについて 

  当社が事業を遂行する過程では、前述に挙げたリスクに加え、同業他社及び他業種企業と同様に、世界各国及

び地域における経済情勢、自然災害、戦争、テロ、感染症、金融・資本市場、法令及び政府による規制、部品等

の供給体制、原材料市況、標準規格化競争、製品の欠陥、情報セキュリティ等の影響を個々或いは複合的に受け

た場合に、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社は、電子線を用いてＬＳＩの原版となるフォトマスクを描画する電子ビームマスク描画装置を主力とした半

導体製造装置の開発設計、製造、販売、保守サービスを行なっております。 

  なお、当社がジャスダック証券取引所に平成19年４月25日に上場する以前は東芝機械株式会社を親会社とする企

業集団に属しておりましたが、平成19年４月24日を払込期日とする募集により、当社普通株式を10,000株発行した

ことと、東芝機械株式会社が当社普通株式8,500株の売り出しを行なったことにより東芝機械株式会社は親会社に該

当しなくなっております。 

 株式会社東芝は平成20年２月25日をもって、その他の関係会社から親会社に異動しております。 

 当社は、平成21年３月12日付にて、韓国に持ち株比率100％の現地法人を設立しており、営業開始日は平成21年

４月１日であることから、当連結会計年度より連結対象としております。  

 （事業系統図） 

   

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、人間尊重を基本として、豊かな価値の創造により、産業の基盤づくりに寄与し、世界の人々の

生活・文化の向上に貢献することを経営理念としています。その下に当社が実際に事業活動を展開していくにあた

って、法令を遵守し社会規範・企業倫理に従って行動するという観点から、経営理念を補完する企業の具体的「行

動基準」を定め、周知徹底を図っております。 

 また、地球環境保全、社会貢献、人権尊重などについて企業としての社会的責任を果たすと共に、ＣＳ（顧客満

足）を基盤として企業価値の 大化を図り、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会などの全てのステークホルダ

ーの期待に応えていきます。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、中長期的に、売上高経常利益率20%水準、有利子負債自己資本比率100%水準を目標に、収益

力、資本効率、企業価値の向上を目指します。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、「NuFlare, Beyond The Leading Edge」（ 先端の半導体製造装置を通じて、半導体産業と人

類、社会の発展に貢献するとの意）を経営ビジョンに掲げ、「技術及び品質に優れた製品及びサービスの提供によ

り、事業の持続的成長と高収益化」を目指し、これを実現するため以下の「会社の対処すべき課題」に取組むこと

により、企業価値の向上に努めてまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

①事業に関する取組みについて 

 ア）先端ユーザー密着型の技術開発ロードマップを推進し、装置の業界標準化を目指します。  

 イ）製品品質と生産性の向上により、顧客の投資戦略に沿った装置をタイムリーに提供できる体制を強化し、製

造プロフェッショナル集団を目指します。 

 ウ）市場の変化に柔軟に対応すべく、戦略的な営業活動を目指します。 

 エ）ユーザーのVOC（Voice of Customers:顧客の声）を機軸に、新規市場の開拓も視野に入れたマーケティング

活動の推進を目指します。 

 オ）マスク検査装置及びエピタキシャル成長装置については、リスク管理を徹底し、積極的な事業拡大を図りま

す。 

 カ）当社グループは、製造・技術・営業・サービス・管理等の各部門が全社一体となって、これらの課題に取り

組み、総合的な顧客満足度の向上、企業価値の向上を目指します。  

②財務に関する取組みについて 

 ア）受注生産の徹底による在庫水準の適正化、前受金の受領促進による手元現金の充実等の施策に取り組み、キ

ャッシュフロー経営への転換を目指します。 

 イ）中長期的に売上高経常利益率20%水準を目標とした収益性改善による自己資本の充実を目指します。 

 ウ）キャッシュフロー経営への転換と自己資本の充実により、中長期的に有利子負債自己資本比率100%水準を目

標に、財務体質の改善を目指します。 

 ③人材育成・経営体制の強化に関する取組みについて 

  人材育成を推進し、製品開発力の維持と強化、経営品質の向上を目指します。 

 ④生命・安全とコンプライアンスに関する取組みについて 

  当社グループは、生命・安全とコンプライアンス（法令、社会規範、倫理の遵守）を 優先することを基本に事

業を行なっています。また、安全で環境に調和した製品の継続的な開発と市場への提供を通し、人々の健康と安

心、地球資源と環境保護への貢献を目指します。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 7,936,971

受取手形及び売掛金 8,804,532

商品及び製品 6,573,499

仕掛品 5,090,114

その他 409,045

流動資産合計 28,814,162

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 4,570,512

減価償却累計額 1,822,255

建物及び構築物（純額） 2,748,257

機械装置及び運搬具 6,858,361

減価償却累計額 3,554,398

機械装置及び運搬具（純額） 3,303,962

その他 330,058

減価償却累計額 219,932

その他（純額） 110,126

有形固定資産合計 6,162,346

無形固定資産  

ソフトウエア 611,027

その他 58,116

無形固定資産合計 669,144

投資その他の資産  

長期前払費用 761,591

その他 44,823

投資その他の資産合計 806,414

固定資産合計 7,637,905

資産合計 36,452,068
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 4,493,261

短期借入金 14,500,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000

リース債務 420,092

未払金 574,387

未払費用 768,604

未払法人税等 88,157

未払消費税等 173,026

繰延税金負債 1,466

前受金 1,435,322

製品保証引当金 123,802

預り金 619,996

その他 2,073

流動負債合計 23,600,190

固定負債  

長期借入金 3,400,000

リース債務 371,759

繰延税金負債 8,501

退職給付引当金 1,177,079

役員退職慰労引当金 14,411

その他 2,073

固定負債合計 4,973,825

負債合計 28,574,016

純資産の部  

株主資本  

資本金 6,486,000

資本剰余金 1,986,000

利益剰余金 △605,482

株主資本合計 7,866,517

評価・換算差額等  

為替換算調整勘定 11,535

評価・換算差額等合計 11,535

純資産合計 7,878,052

負債純資産合計 36,452,068
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 20,236,286

売上原価 12,843,910

売上総利益 7,392,376

販売費及び一般管理費 6,440,268

営業利益 952,107

営業外収益  

受取利息 1,620

為替差益 72,198

受取賃貸料 41,426

助成金収入 26,277

その他 14,798

営業外収益合計 156,321

営業外費用  

支払利息 327,066

退職給付会計基準変更時差異の処理額 40,152

その他 76,164

営業外費用合計 443,383

経常利益 665,045

特別損失  

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

税金等調整前当期純利益 598,421

法人税、住民税及び事業税 50,950

法人税等調整額 9,967

法人税等合計 60,918

当期純利益 537,503
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 5,523,000

当期変動額  

新株の発行 963,000

当期変動額合計 963,000

当期末残高 6,486,000

資本剰余金  

前期末残高 1,023,000

当期変動額  

新株の発行 963,000

当期変動額合計 963,000

当期末残高 1,986,000

利益剰余金  

前期末残高 △1,142,986

当期変動額  

当期純利益 537,503

当期変動額合計 537,503

当期末残高 △605,482

株主資本合計  

前期末残高 5,403,013

当期変動額  

新株の発行 1,926,000

当期純利益 537,503

当期変動額合計 2,463,503

当期末残高 7,866,517

評価・換算差額等  

為替換算調整勘定  

前期末残高 －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,535

当期変動額合計 11,535

当期末残高 11,535

評価・換算差額等合計  

前期末残高 －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,535

当期変動額合計 11,535

当期末残高 11,535
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計  

前期末残高 5,403,013

当期変動額  

新株の発行 1,926,000

当期純利益 537,503

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,535

当期変動額合計 2,475,038

当期末残高 7,878,052
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 598,421

減価償却費 1,410,793

長期前払費用償却額 230,000

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） 76,921

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,149

退職給付引当金の増減額（△は減少） 155,026

受取利息及び受取配当金 △1,620

支払利息 327,066

売上債権の増減額（△は増加） △4,560,116

前受金の増減額（△は減少） 652,386

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,077,312

仕入債務の増減額（△は減少） 242,556

未払消費税等の増減額（△は減少） 545,921

未収入金の増減額（△は増加） 505,857

その他 294,912

小計 6,583,957

利息及び配当金の受取額 1,620

利息の支払額 △339,875

法人税等の支払額 △229,153

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,016,548

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 △76,200

有形固定資産の取得による支出 △112,162

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 △814

投資活動によるキャッシュ・フロー △590,066

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △500,000

長期借入金の返済による支出 △100,000

株式の発行による収入 1,910,685

セール・アンド・リースバック取引による収入 87,336

リース債務の返済による支出 △556,613

財務活動によるキャッシュ・フロー 841,408

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,276,240

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期末残高 7,858,071
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 該当事項はありません。  

  

  当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております。連結財務諸表のための基本となる重要な事項は、以

下のとおりであります。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  
  
  

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数 

  １社 

連結子会社名 

  ＮＦＴ Ｋｏｒｅａ，Ｉｎｃ． 

 当連結会計年度より、ＮＦＴ Ｋｏｒｅ

ａ，Ｉｎｃ．は重要性が増したため、連結

の範囲に含めております。  

  

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当はありません。    

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 ＮＦＴ Ｋｏｒｅａ，Ｉｎｃ．の決算日

は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については連結上必

要な調整を行なっております。  

  

４．会計処理基準に関する事

項 
    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① たな卸資産 

  製品、仕掛品 

   個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）を採用しておりま

す。  

  

  

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

   建物（建物附属設備を除く） 

     ・平成19年３月31日までに取得

したもの・・・旧定額法 

     ・平成19年４月１日以降に取得

したもの・・・定額法 

   建物以外 

     ・平成19年３月31日までに取得

したもの・・・旧定率法 

     ・平成19年４月１日以降に取得

したもの・・・定率法 

   なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

    建物及び構築物   ３年～60年

    機械装置及び運搬具 

              ７年～17年

  

  

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

   定額法 

    ただし、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能期

間（５年）で償却しております。  

  

  

  ③ リース資産 

   所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

   リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。  
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項目 
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  
  
  

(3) 重要な引当金の計上基

準  

    

① 製品保証引当金 

   製品納入後の保証期間内に発生する

補修費用の支出に充てるため、過去の

実績に将来の見込を加味した額を計上

しております。 

  

  

  

  ② 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計期間末において発生していると

認められる額を計上しております。 

   なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理して

おります。 

   数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

しております。  

  

（追加情報） 

   当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

   なお、これによる損益及び未認識数

理計算上の差異に与える影響はありま

せん。 

  

  

  ③ 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金内規に基づく期末

要支給額を計上しております。 

  

  

(4）繰延資産の処理方法 ① 株式交付費については、支出時に全額

  費用として処理しております。 

  

  

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満たしている金利

スワップについて、特例処理を採用し

ております。 

    

  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

   ヘッジ対象・・・金利の変動による

損失の可能性があ

り、ヘッジ取引に

よりキャッシュ・

フローが固定さ

れ、その変動が回

避されるもの。 
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項目 
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  
  
  

  ③ ヘッジ方針 

   当社の管理方針に基づき、借入金金

利の変動によるリスクを回避する目的

で、特例処理の要件を充たす金利スワ

ップ取引を利用しております。 

  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップについての特例処理の

要件を充たしているため、ヘッジ有効

性評価を省略しております。 

  

  

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

  消費税等の処理方法 

   消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

  

  

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用しております。 

  

  

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手元現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 
  
  

 該当事項はありません。   

追加情報

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 
  
  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

 当連結会計年度より、「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日改正）を適用しておりま

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。  

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

――――――――   

     

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

※１． 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金   

    額は次のとおりであります。   

 ※２． 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

       費               2,124,072千円 

                    

 ※３． 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

     機械及び装置                     16,624千円

 給料手当  1,380,191千円

 退職給付費用 82,637    

 減価償却費 

 製品保証引当金繰入額 

 研究開発費 

 役員退職慰労引当金繰入額 

  

678,979  

123,802  

2,124,072  

6,103  
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）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、前事業年度末株式数を記載しております。  

       ２．普通株式の発行済株式の増加20,000株は、第三者割当増資によるものであります。      

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  該当事項はありません。  
  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度後となるもの 

  該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数

（株） （注）１ 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式 （注）２ 100,000 20,000      －      120,000     

合計 100,000      20,000      －      120,000     

 自己株式                         

  普通株式 －      －      －      －     

合計       －      －      －     

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） 

   

  （千円）

現金及び預金勘定  7,936,971

預入期間が3か月を超える定期預金  △78,900 

現金及び現金同等物  7,858,071
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        当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

     当社グループは、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。 

    

          当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。  

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、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。  

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）     910,231     223,388     10,721,912     11,855,532 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －     20,236,286 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
    4.5     1.1     53.0     58.6 
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

 （開示の省略等）  

（１株当たり情報）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

１株当たり純資産額     65,650.43 円 

１株当たり当期純利益金額    5,357.41 円 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

 ては、潜在株式が存在していないため記載しておりません

 。  

  

  
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

   

当期純利益（千円）     537,503   

普通株主に帰属しない金額（千円）     －   

普通株式に係る当期純利益（千円）     537,503   

普通株式の期中平均株式数（株）     100,329   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 
 －   

  
当連結会計年度

（平成22年３月31日） 
  

純資産の部の合計額（千円）     7,878,052   

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
    －   

普通株式に係る期末の純資産額（千円）     7,878,052   

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
    120,000   

（重要な後発事象）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

  リース取引関係、金融商品関係、デリバティブ取引関

係、退職給付関係、税効果会計関係、関連当事者情報、

賃貸等不動産に関する注記事項につきましては、決算短

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略しております。 

 また、有価証券関係、ストック・オプション等関係、

企業結合等につきましては、該当事項はありません。  
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,546,631 7,717,879

受取手形 114,628 61,364

売掛金 4,125,561 8,639,792

商品及び製品 3,610,258 6,573,499

仕掛品 16,326,011 5,072,011

前渡金 － 13,707

前払費用 92,925 111,041

未収消費税等 372,894 －

未収入金 702,036 196,179

その他 217,229 85,598

流動資産合計 27,108,176 28,471,073

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,364,276 4,410,150

減価償却累計額 △1,374,220 △1,743,942

建物（純額） 2,990,056 2,666,208

構築物 153,967 160,361

減価償却累計額 △60,491 △78,312

構築物（純額） 93,475 82,048

機械及び装置 4,574,251 6,856,925

減価償却累計額 △2,087,948 △3,553,377

機械及び装置（純額） 2,486,302 3,303,547

車両運搬具 833 833

減価償却累計額 △808 △817

車両運搬具（純額） 25 16

工具、器具及び備品 244,578 329,061

減価償却累計額 △159,981 △219,609

工具、器具及び備品（純額） 84,596 109,452

建設仮勘定 18,481 －

有形固定資産合計 5,672,937 6,161,274

無形固定資産   

特許権 69,322 56,197

商標権 1,316 1,116

ソフトウエア 138,533 611,027

ソフトウエア仮勘定 9,500 －

その他 802 802

無形固定資産合計 219,475 669,144

投資その他の資産   

関係会社株式 32,900 32,900

長期前払費用 587,500 761,591

その他 43,786 39,899

投資その他の資産合計 664,186 834,391

固定資産合計 6,556,599 7,664,810

資産合計 33,664,776 36,135,883
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 811,236 705,992

買掛金 3,478,239 3,682,019

短期借入金 15,100,000 14,500,000

1年内返済予定の長期借入金 － 400,000

リース債務 546,104 420,092

未払金 486,649 574,387

未払費用 639,369 767,385

未払法人税等 248,310 43,736

未払消費税等 － 173,026

前受金 782,935 1,435,322

預り金 598,353 608,011

製品保証引当金 46,881 123,802

前受収益  2,073

その他 5,408  

流動負債合計 22,743,488 23,435,850

固定負債   

長期借入金 3,800,000 3,400,000

リース債務 683,624 371,759

退職給付引当金 1,021,388 1,157,636

役員退職慰労引当金 13,262 14,411

その他 － 2,073

固定負債合計 5,518,274 4,945,880

負債合計 28,261,762 28,381,731

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,523,000 6,486,000

資本剰余金   

資本準備金 1,023,000 1,986,000

資本剰余金合計 1,023,000 1,986,000

利益剰余金   

利益準備金 49,500 49,500

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,192,486 △767,347

利益剰余金合計 △1,142,986 △717,847

株主資本合計 5,403,013 7,754,152

純資産合計 5,403,013 7,754,152

負債純資産合計 33,664,776 36,135,883
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 11,434,395 20,028,921

売上原価   

製品期首たな卸高 909,132 3,610,258

当期製品製造原価 10,021,797 15,818,823

合計 10,930,930 19,429,081

製品期末たな卸高 3,610,258 6,573,499

製品売上原価 7,320,672 12,855,582

売上総利益 4,113,722 7,173,338

販売費及び一般管理費 6,465,675 6,400,726

営業利益 △2,351,953 772,612

営業外収益   

受取利息 3,955 1,078

為替差益 － 66,958

受取手数料 7,444 6,017

受取賃貸料 35,040 41,426

助成金収入 － 26,277

受取保険金 11,279 496

法人税等還付加算金 12,209 2,643

外国税額還付金 10,518 －

受取配当金 － 20,080

その他 772 5,581

営業外収益合計 81,218 170,559

営業外費用   

支払利息 306,352 327,066

株式交付費 － 15,315

為替差損 307,499 －

たな卸資産廃棄損 36,780 －

退職給付会計基準変更時差異の処理額 40,152 40,152

その他 74,601 60,825

営業外費用合計 765,385 443,359

経常利益 △3,036,120 499,813

特別損失   

固定資産除却損 7,002 16,624

たな卸資産評価損 12,856 －

賃貸借契約解約損 － 50,000

特別損失合計 19,858 66,624

税引前当期純利益 △3,055,978 433,188

法人税、住民税及び事業税 8,050 8,050

過年度法人税等 309,262 －

法人税等調整額 237,856 －

法人税等合計 555,168 8,050

当期純利益 △3,611,146 425,138
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,523,000 5,523,000

当期変動額   

新株の発行 － 963,000

当期変動額合計 － 963,000

当期末残高 5,523,000 6,486,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,023,000 1,023,000

当期変動額   

新株の発行 － 963,000

当期変動額合計 － 963,000

当期末残高 1,023,000 1,986,000

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 44,500 49,500

当期変動額   

利益準備金の積立 5,000 －

当期変動額合計 5,000 －

当期末残高 49,500 49,500

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,473,660 △1,192,486

当期変動額   

剰余金の配当 △50,000 －

当期純利益 △3,611,146 425,138

利益準備金の積立 △5,000 －

当期変動額合計 △3,666,146 425,138

当期末残高 △1,192,486 △767,347

利益剰余金合計   

前期末残高 2,518,160 △1,142,986

当期変動額   

剰余金の配当 △50,000 －

当期純利益 △3,611,146 425,138

利益準備金の積立 － －

当期変動額合計 △3,661,146 425,138

当期末残高 △1,142,986 △717,847

株主資本合計   

前期末残高 9,064,160 5,403,013
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

新株の発行 － 1,926,000

剰余金の配当 △50,000 －

当期純利益 △3,611,146 425,138

利益準備金の積立 － －

当期変動額合計 △3,661,146 2,351,138

当期末残高 5,403,013 7,754,152

純資産合計   

前期末残高 9,064,160 5,403,013

当期変動額   

新株の発行 － 1,926,000

剰余金の配当 △50,000 －

当期純利益 △3,611,146 425,138

利益準備金の積立 － －

当期変動額合計 △3,661,146 2,351,138

当期末残高 5,403,013 7,754,152
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 該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記
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(1）役員の異動（平成22年６月23日付の予定） 

 ①新任取締役候補 

  

 ②新任監査役候補 

  

 ③補欠監査役候補 

 ④退任予定取締役 

 ⑤退任予定監査役 

（注）１．新任取締役候補の塩崎雅一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役としての候補であります。 

   ２．新任監査役候補の小寺俊彰氏及び補欠監査役候補の福永健二氏は、会社法第２条第16号に定める社外監

査役としての候補であります。 

  

６．その他

   取 締 役 
てんみょう  いくお 

天明 郁夫 
（現、当社総務部長） 

   取 締 役 
しげみつ  ふみあき 

重光 文明 
（現、当社社長附） 

   取 締 役 

   （非常勤） 

しおさき  まさかず 

塩崎 雅一 
（現、東芝マイクロエレクトロニクス株式会社総務部長附） 

   監 査 役 

   （非常勤） 

こでら としあき 

小寺 俊彰 
（現、株式会社東芝セミコンダクター社経理部グループ（管理企画担当）参事）

   補欠監査役 
ふくなが けんじ 

福永 健二 

（現、補欠監査役）  

（現、株式会社東芝セミコンダクター社関連事業管理部長） 

      

   常務取締役 
よしかわ りょういち 

吉川 良一 
（当社顧問に就任予定） 

      

   監 査 役 

   （非常勤） 

 に わ  じゅん 

丹羽  淳 
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(2）生産、受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の部門別に示すと、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受注実績 

  当連結会計年度の受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 ③販売実績 

  当連結会計年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

   （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

以 上

  

事業部門別 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％） 

 電子ビームマスク描画装置（千円） 12,238,402 －

 マスク検査装置（千円） 1,203,366 －

 エピタキシャル成長装置（千円） 3,581,460 －

 合計（千円） 17,023,228 －

事業部門別 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％） 

 電子ビームマスク描画装置（千円） 26,875,293 －

 マスク検査装置（千円） 4,475,684 －

 エピタキシャル成長装置（千円） 563,207 －

 合計（千円） 31,914,185 －

事業部門別 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％） 

 電子ビームマスク描画装置（千円） 18,301,251 －

 マスク検査装置（千円） 1,224,414 －

 エピタキシャル成長装置（千円） 710,619 －

 合計（千円） 20,236,286 －
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