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1.  平成22年8月期第3四半期の業績（平成21年9月1日～平成22年5月31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3四半期 661 △59.1 △228 ― △276 ― △255 ―
21年8月期第3四半期 1,617 ― △361 ― △300 ― △392 ―

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3四半期 △13,804.17 ―
21年8月期第3四半期 △21,228.40 ―

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3四半期 3,208 367 11.5 19,832.20
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3四半期  367百万円 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3四半期 18,540株 21年8月期  18,510株
② 期末自己株式数 22年8月期第3四半期  0株 21年8月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年8月期第3四半期 18,530株 21年8月期第3四半期 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３四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企業収益の改 

善が続くなかで、輸出と生産や個人消費は持ち直しの動きがあり、設備投資は改善するなど、景気には自律的回復の

動きが見え始めながらも、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念や為替変動など、景気を下押しするリスクが依然

として存在する状況が続きました。 

ＦＰＤ業界では、各国政府の景気刺激策による薄型テレビ需要増加にともない、主に中国を中心に設備投資増加の

動きが顕著となりました。半導体業界では、パソコン需要の回復に加え携帯端末や自動車向け等幅広い産業で半導体

需要が急回復し、半導体製造装置の受注も順調に増加しています。太陽電池業界では、国内市場において地方自治体

や政府の補助金により主に結晶系太陽電池の需要が拡大しましたが、海外市場においては金融危機以降政策支援が縮

小するなかで、太陽電池メーカー各社は業況悪化に伴い設備拡張計画に慎重な姿勢を継続しています。一方、太陽電

池製造装置メーカー各社は結晶シリコン系や薄膜シリコン系に加えて化合物系太陽電池の本格的な生産拡大局面を控

え、変換効率向上等の厳しい技術開発競争を行っています。 

このような経済環境の中、ＦＰＤ分野では、中国当局のパネルメーカーへの工場建設の許認可が拡大された事に伴

い、当社の受注も生産工程ごとに順次拡大し始めました。しかしながら、製造装置部品の受注において、部品価格の

低迷に対し社内コストダウンが遅れ気味であった事と、社内生産計画の不備により回復が遅れました。なお、消耗部

品等の受注・生産は、好調なパネルメーカーの生産状況から順調に推移いたしました。半導体分野では、半導体メー

カーの稼働が好調であったことと、製造装置メーカーの受注が幅広く回復基調であったことから当社の受注・生産共

に順調に拡大し、同分野としては過去 高の受注生産額となりました。また、生産性の改善により拡大傾向は続いて

おります。太陽電池分野では、国内複数メーカー向けの試作及び評価機の積極的な受注・生産を行いました。なお、

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、精密切削加工事業では半導体分野が順調に回復しているものの、ＦＰＤ分野の受注低迷が

長引いたことによって対前年同四半期増減率△12.6％の642百万円となりました。装置組立事業は大型案件の売上高

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△97.9％の18百万円となりました。利益面につきましては、

経営改善計画の実施加えて更なる経費削減策を実施しておりますが、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。  

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は661百万円(対前年同四半期増減率△59.1％)、営業損失は

228百万円(前年同四半期の営業損失は361百万円)、経常損失は276百万円(前年同四半期の経常損失は300百万円)、四

半期純損失は225百万円(前年同四半期純損失は392百万円)となりました。 

   

当第３四半期累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に比べ366百万円減少し

3,208百万円となりました。純資産は、四半期純損失となったため、前期末比254百万円減少し367万円となり、自己

資本比率は11.5％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期累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285百万

円減少し、289百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、80百万円の支出（前年同四半期は438

百万円の収入）となりました。これは主に、増加要因として、減価償却費253百万円、売上債権の減少額84百万円及

び未収消費税等の減少額９百万円、減少要因として、税引前四半期純損失252百万円、受注損失引当金の減少額15百

万円、たな卸資産の増加額25百万円、仕入債務の減少額151百万円、利息の支払額30百万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） 

当第３四半期累計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、257百万円の支出（対前年同四半期増

減率△57.1％）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258百万円

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） 

当第３四半期累計期間における「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、60百万円の収入（対前年同四半期増減

率△90.2％）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400百万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317百万円によるものであ

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」で修正した業績予想に対し大きな変動は発生しておら

ず、現時点では予想数値に変更はありません。 

なお、現在策定中の新中期事業計画は、平成22年10月までに発表する予定です。  

  

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３四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。 

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
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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３四半期累計期間においても228百万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」は当社の金融機関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しております。 

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

らもシェアの拡大を行っております。 

これらの結果、当第３四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19%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っております。 

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３四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。  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等
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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３四半期会計期間末 
(平成22年５月31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 289,761 575,724

受取手形及び売掛金 302,138 386,388

商品及び製品 3,546 7,092

仕掛品 81,068 76,029

原材料及び貯蔵品 24,284 185

その他 32,417 46,763

貸倒引当金 △8,956 △8,996

流動資産合計 724,260 1,083,188

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 684,930 719,209

構築物（純額） 28,041 34,253

機械及び装置（純額） 809,267 999,375

車両運搬具（純額） 7,173 7,911

工具、器具及び備品（純額） 7,197 9,958

土地 520,338 520,338

リース資産（純額） 19,850 24,025

建設仮勘定 394,370 160,002

有形固定資産合計 2,471,169 2,475,073

無形固定資産 10,423 15,451

投資その他の資産 2,760 1,451

固定資産合計 2,484,353 2,491,976

資産合計 3,208,613 3,575,164

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 53,622 205,353

短期借入金 400,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 403,066 416,020

未払法人税等 2,657 2,343

受注損失引当金 9,000 24,000

その他 53,726 58,810

流動負債合計 922,072 806,527

固定負債   

長期借入金 1,903,251 2,127,412

その他 15,600 19,245

固定負債合計 1,918,851 2,146,657

負債合計 2,840,924 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 △255,791 △383,019

株主資本合計 367,688 621,980

純資産合計 367,688 621,980

負債純資産合計 3,208,613 3,575,164

－ 6 －

株式会社マルマエ(6264) 平成22年８月期  第３四半期決算短信(非連結)



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 1,617,612 661,183

売上原価 1,813,658 724,424

売上総損失（△） △196,045 △63,240

販売費及び一般管理費 165,865 165,342

営業損失（△） △361,911 △228,582

営業外収益   

受取利息 239 276

為替差益 88,119 －

助成金収入 3,902 13,392

その他 4,506 2,258

営業外収益合計 96,767 15,927

営業外費用   

支払利息 32,205 26,767

為替差損 － 1,651

休止固定資産減価償却費 － 29,768

その他 3,539 5,620

営業外費用合計 35,744 63,808

経常損失（△） △300,888 △276,463

特別利益   

固定資産売却益 － 47

補助金収入 27,378 25,049

過年度不動産取得税免除益 2,417 －

貸倒引当金戻入額 165 293

新株予約権戻入益 5,875 －

特別利益合計 35,835 25,390

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（△） △424,249 △252,608

法人税、住民税及び事業税 3,182 3,182

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 △31,396 3,182

四半期純損失（△） △392,852 △255,791
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 318,697 232,446

売上原価 448,599 249,652

売上総損失（△） △129,902 △17,206

販売費及び一般管理費 47,948 46,934

営業損失（△） △177,850 △64,140

営業外収益   

受取利息 16 22

為替差益 8,924 4,119

助成金収入 － 6,271

その他 768 1,320

営業外収益合計 9,710 11,734

営業外費用   

支払利息 10,780 9,183

その他 179 160

営業外費用合計 10,960 9,343

経常損失（△） △179,099 △61,749

特別利益   

固定資産売却益 － 47

補助金収入 27,378 －

過年度不動産取得税免除益 2,417 －

貸倒引当金戻入額 383 134

特別利益合計 30,178 181

税引前四半期純損失（△） △148,921 △61,567

法人税、住民税及び事業税 1,028 1,060

法人税等合計 1,028 1,060

四半期純損失（△） △149,950 △62,628
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31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（△） △424,249 △252,608

減価償却費 378,429 253,661

減損損失 159,196 －

貸倒損失 1,237 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,404 △293

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） △14,000 △15,000

新株予約権戻入益 △5,875 －

受取利息及び受取配当金 △239 △276

支払利息 32,205 26,767

株式交付費 － 90

為替差損益（△は益） △27,235 8,284

有形固定資産売却損益（△は益） － △47

有形固定資産除却損 － 1,535

売上債権の増減額（△は増加） 256,467 84,250

たな卸資産の増減額（△は増加） 159,335 △25,592

仕入債務の増減額（△は減少） △124,647 △151,731

未収消費税等の増減額（△は増加） 34,489 9,474

その他 92,092 14,445

小計 512,611 △47,038

利息及び配当金の受取額 259 272

利息の支払額 △31,250 △30,656

法人税等の還付額 2,274 85

法人税等の支払額 △45,383 △2,966

営業活動によるキャッシュ・フロー 438,512 △80,303

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 △595,540 △258,364

有形固定資産の売却による収入 － 47

無形固定資産の取得による支出 △6,092 －

従業員に対する貸付金の回収による収入 781 530

その他 9 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △600,841 △257,766

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 726,230 400,000

短期借入金の返済による支出 △626,230 △100,000

長期借入れによる収入 780,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △261,581 △317,115

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,848 △3,903

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 615,570 60,390

現金及び現金同等物に係る換算差額 27,235 △8,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 480,476 △285,963

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 822,947 289,761
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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３四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３四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。 

   

６．その他の情報

事業部門別 
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年９月１日 
至 平成22年５月31日） 

対前年同四半期増減率（％） 

精密切削加工事業 小計（千円）  629,899  △10.4

ＦＰＤ製造装置関連部品（千円）   220,466  △56.8

半導体製造装置関連部品（千円）   226,383  93.8

太陽電池製造装置関連部品（千円）   146,794  241.7

その他（千円）  36,253  12.5

装置組立事業 小計（千円）   18,912  △97.8

ＦＰＤ製造装置（千円）   7,153  △96.3

太陽電池製造装置（千円）   －  －

その他（千円）  11,759  －

合計（千円）  648,811  △58.5

区分 受注高（千円）
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  685,861  44.3  137,958  20.1

ＦＰＤ製造装置関連部品     361,282    12.8  107,844  27.7

半導体製造装置関連部品  240,133  156.0  26,398  408.2

太陽電池製造装置関連部品    49,527  109.7  1,225  △90.0

その他    34,917  △7.2  2,489  △80.8

装置組立事業 小計    79,355  －  141,644  △59.3

ＦＰＤ製造装置    66,790  △75.6  59,637  △24.9

太陽電池製造装置     705  －  81,766  △69.6

その他    11,859  －  240  －

合計  765,217  243.1  279,602  △39.6

－ 11 －

株式会社マルマエ(6264) 平成22年８月期  第３四半期決算短信(非連結)



 （３）販売実績 

 当第３四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、消費税は含まれておりません。   

事業部門別 
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年９月１日 
至 平成22年５月31日） 

対前年同四半期増減率（％） 

精密切削加工事業 小計（千円）  642,411  △12.6

ＦＰＤ製造装置関連部品（千円）   317,891  △40.5

半導体製造装置関連部品（千円）   225,213  89.6

太陽電池製造装置関連部品（千円）   56,470  31.1

その他（千円）  42,835  9.5

装置組立事業 小計（千円）   18,772  △97.9

ＦＰＤ製造装置（千円）   7,153  △96.3

その他（千円）   11,619  －

合計（千円）  661,183  △59.1
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