
  

  

１．平成22年12月期第２四半期の業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

    

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年12月期の業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  637  －  △709  －  △683  －  △791  －

21年12月期第２四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

  
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12月期第２四半期  △23  61  －  －

21年12月期第２四半期  －  －  －  －

  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12月期第２四半期  14,177  5,731  40.4  170  86

21年12月期  7,948  6,522  82.0  194  45

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 5,731百万円 21年12月期 6,522百万円

  
年間配当金

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12月期  －  －  － － － － 0 00  0  00

22年12月期  －  －  0 00

22年12月期（予想） － － 0 00  0  00

  （％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 
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  12,000  －  100  －  100  －  10  －  0  29



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを実施中です。

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は今後の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、「添付資料」３ページ「１.当四半期の業績等に関する定性的情報（３）業績予

想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

 平成21年12月期は決算期の変更に伴い平成21年７月１日から12月31日までの６ヶ月決算となっているため、平成21年

12月期第２四半期の数値、平成22年12月期第２四半期の対前年四半期増減率及び平成22年12月期の業績予想における対

前期増減率については記載しておりません。 

  

 当社は、平成22年６月28日付「キヤノン株式会社によるトッキ株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結の

お知らせ」で公表しましたとおり、平成22年８月20日に開催予定の臨時株主総会での承認を経て、平成22年９月28日付

で上場廃止となる予定であります。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 33,784,224株 21年12月期 33,784,224株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 241,895株 21年12月期 241,848株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 33,542,354株 21年12月期２Ｑ －株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間（平成22年１月１日から同年６月30日）におきましては、当社の主力製品である有機ＥＬデ

ィスプレイ製造装置と化合物薄膜太陽電池製造装置に対する需要が伸びた結果、平成22年12月期第２四半期累計期間

の受注高は75億15百万円となり、受注残高は136億99百万円となりました。 

 しかしながら、平成22年12月期第２四半期累計期間の売上高は、当初予想していた大型製品の売上が客先の都合に

より第３四半期以降に延びたため、６億37百万円となりました。また、売上原価は６億55百万円となり、この結果、

売上総損失は18百万円となりました。 

 販売費及び一般管理費は６億91百万円となり、営業損失は７億９百万円となりました。経常損失は６億83百万円と

なり、関係会社株式売却損等で１億34百万円の特別損失が発生したため、四半期純損失は７億91百万円となりまし

た。 

なお、平成21年12月期は決算期の変更に伴い平成21年７月１日から12月31日までの６ヶ月決算となっており、第

２四半期がありません。そのため、前年同期比につきましては、記載しておりません。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

 流動資産は、前事業年度末に比べ、61億２百万円増の107億81百万円となりました。これは主に、売掛金等の売上

債権が減少したものの、現金及び預金ならびに仕掛品等のたな卸資産が増加したことによるものです。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ、１億26百万円増の33億95百万円となりました。これは主に、関係会社株式及び

破産更生債権等の投資その他の資産が減少したものの、有形固定資産が増加したことによるものです。 

（負債）  

 流動負債は、前事業年度末に比べ、69億91百万円増の83億30百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金ならびに前受金の増加によるものです。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ、28百万円増の１億15百万円となりました。これは主に、退職給付引当金の増加

によるものです。 

（純資産）  

 純資産は前事業年度末に比べ、７億91百万円減の57億31百万円となりました。これは主に、四半期純損失７億91百

万円があったことによるものです。 

②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、営業活動により23億66百万

円増加し、投資活動により４億23百万円減少した結果、前事業年度末に比べ19億42百万円増加し、33億84百万円とな

りました。 

 当第２四半期累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は23億66百万円となりました。 

 これは主に、税引前四半期純損失及びたな卸資産の増加があったものの、仕入債務及び前受金の増加があったこと

によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において投資活動によって使用した資金は４億23百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産及び関係会社株式の売却による収入があったものの、有形固定資産及び無形固定資産の

取得による支出があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において財務活動による大きな資金の増減はありません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年12月期の通期業績予想につきましては、現時点では平成22年４月23日付「平成22年12月期 第１四半期決算

短信（非連結）」にて発表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,384,978 1,442,464

受取手形及び売掛金 372,839 1,978,141

仕掛品 6,439,231 1,149,489

原材料及び貯蔵品 8,980 19,824

未収消費税等 339,789 －

前渡金 200,850 100,000

その他 40,905 20,881

貸倒引当金 △6,120 △31,700

流動資産合計 10,781,454 4,679,101

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,790,877 1,761,115

機械及び装置（純額） 245,280 122,635

土地 842,569 842,569

建設仮勘定 340,206 208,019

その他（純額） 90,333 58,581

有形固定資産合計 3,309,267 2,992,920

無形固定資産 47,185 47,994

投資その他の資産   

その他 41,873 333,658

貸倒引当金 △2,400 △104,992

投資その他の資産合計 39,473 228,665

固定資産合計 3,395,926 3,269,580

資産合計 14,177,381 7,948,682

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,209,427 993,435

未払金 99,541 104,126

未払費用 50,590 50,934

未払法人税等 16,101 16,014

未払消費税等 － 111,465

前受金 3,843,000 －

預り金 37,989 33,719

受注損失引当金 － 9,380

製品保証引当金 74,088 19,985

その他 － 46

流動負債合計 8,330,738 1,339,107

固定負債   

退職給付引当金 95,570 70,911

役員退職慰労引当金 19,615 16,108

その他 137 108

固定負債合計 115,323 87,127

負債合計 8,446,061 1,426,235
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,572,646 6,572,646

資本剰余金 4,697,561 4,697,561

利益剰余金 △5,341,594 △4,549,595

自己株式 △197,337 △197,317

株主資本合計 5,731,275 6,523,295

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43 △848

評価・換算差額等合計 43 △848

純資産合計 5,731,319 6,522,446

負債純資産合計 14,177,381 7,948,682
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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）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 637,638

売上原価 655,655

売上総損失（△） △18,016

販売費及び一般管理費 691,704

営業損失（△） △709,720

営業外収益  

受取利息 5,747

受取配当金 100

助成金収入 14,700

その他 6,121

営業外収益合計 26,669

営業外費用  

雑損失 79

営業外費用合計 79

経常損失（△） △683,130

特別利益  

貸倒引当金戻入額 30,474

特別利益合計 30,474

特別損失  

関係会社株式売却損 125,108

減損損失 8,815

固定資産除却損 1,019

特別損失合計 134,943

税引前四半期純損失（△） △787,599

法人税、住民税及び事業税 4,400

法人税等合計 4,400

四半期純損失（△） △791,999
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 397,428

売上原価 428,033

売上総損失（△） △30,605

販売費及び一般管理費 426,676

営業損失（△） △457,282

営業外収益  

受取利息 3,244

受取配当金 100

助成金収入 6,375

その他 4,339

営業外収益合計 14,059

営業外費用  

雑損失 63

営業外費用合計 63

経常損失（△） △443,285

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,460

特別利益合計 6,460

特別損失  

固定資産除却損 371

特別損失合計 371

税引前四半期純損失（△） △437,196

法人税、住民税及び事業税 2,200

法人税等合計 2,200

四半期純損失（△） △439,396
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30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（△） △787,599

減価償却費 129,982

減損損失 8,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） △128,172

受注損失引当金の増減額（△は減少） △9,380

製品保証引当金の増減額（△は減少） 54,102

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,507

受取利息及び受取配当金 △5,847

固定資産除却損 1,019

関係会社株式売却損益（△は益） 125,108

売上債権の増減額（△は増加） 1,605,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,278,897

未収消費税等の増減額（△は増加） △339,789

前渡金の増減額（△は増加） △100,850

破産更生債権等の増減額（△は増加） 147,147

仕入債務の増減額（△は減少） 3,215,991

未払消費税等の増減額（△は減少） △111,465

前受金の増減額（△は減少） 3,843,000

その他 △31,549

小計 2,365,083

利息及び配当金の受取額 5,399

法人税等の支払額 △4,312

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,366,169

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 △449,702

有形固定資産の売却による収入 20,800

無形固定資産の取得による支出 △14,982

関係会社株式の売却による収入 20,000

その他 250

投資活動によるキャッシュ・フロー △423,635

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,942,513

現金及び現金同等物の期首残高 1,442,464

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,384,978
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（１）受注の状況 

①受注実績 

 当第２四半期累計期間における真空技術応用製品事業の受注状況を示すと、次のとおりであります。 

（注）平成21年12月期は決算期の変更に伴い平成21年７月１日から12月31日までの６ヶ月決算となっており、第２四

半期がありません。そのため、前年同期比につきましては、記載しておりません。 

   

（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

４．補足情報

区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

真空技術応用製品事業  7,515,646  －  13,699,979  －
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