
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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（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 ％ 

23年3月期第１四半期  311  △84.8  △103 －  △97 －  △80 － 

22年3月期第１四半期  2,053    △31.0  △73 －  △73 －  △92 － 

  
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 

23年3月期第１四半期  △1,553  68       － 

22年3月期第１四半期  △1,786  85       － 

  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 

23年3月期第１四半期  8,942  7,200  80.5  139,338  64

22年3月期  8,116  7,385  91.0  142,925  58

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 7,200百万円 22年3月期 7,385百万円

  
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 

22年3月期       －       －      － 2,000 00  2,000  00

23年3月期       － 

23年3月期（予想）       －      － 2,000 00  2,000  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  1,500  △38.5  △50 －  △50 －  △50 －  △967  62

通期  5,000  53.1  40 －  40 －  23 －  445  11



４．その他（詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）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：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外ではありますが、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報告書のレビュー手続を実施しております。 

  

※  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、リスクや不確実な要素を 

含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があることをご承知おきくだ 

さい。なお、上記予想に関する事項は、【添付資料】P.2「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 51,673株 22年3月期 51,673株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ －株 22年3月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 51,673株 22年3月期１Ｑ 51,673株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、経済指標に改善の兆しが見られるものの、全体として設備の

 過剰感がなお解消されておらず、また、世界経済の先行きに対する不安材料もあり、引き続き厳しい状況が続きま

 した。 

  一方、当社グループの主要顧客が属するデジタル家電業界においても、設備投資の回復の動きはでてきているも

 のの、全体としては投資が抑制される状況で推移いたしました。 

  このような状況の下、当社グループはフラットパネルテレビの高画質化・薄型化や需要が拡大しているＩＣカー

 ド、カメラ用撮像素子モジュール関連などのほかに、ＬＥＤ照明関連などの新規の商談に対応した受注活動に積極

 的に注力してまいりました。 

  しかしながら、設備投資の抑制の影響が大きく、受注活動を強化してまいりましたものの当第１四半期の売上計

 上に繋がらず、当社グループの当第１四半期の売上高は、３億１千１百万円（前年同期比17億４千１百万円減少）

 となりました。 

  これを製品別にみますとＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置では１億６千７百万円（前年同期比16

 億３千万円減少）、半導体関連装置他では、ＩＣカード関連のほかにカメラ用撮像素子モジュール関連の売上など

 がありましたものの１億４千３百万円（前年同期比１億１千１百万円減少）となりました。  

  その結果、利益面におきましては、営業損失は１億３百万円(前年同期は営業損失７千３百万円)、経常損失は９

 千７百万円（前年同期は経常損失７千３百万円）、四半期純損失は８千万円（前年同期は四半期純損失９千２百万

 円）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当社グループの当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて８億２千５百万円増加し、89億４

 千２百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加１億１千１百万円、棚卸資産の増加10億２千７百

 万円、受取手形及び売掛金の減少２億６百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて10億

 １千１百万円増加し17億４千２百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の増加９億７千９百万

 円であります。純資産は前連結会計年度末に比べて１億８千５百万円減少の72億円となりました。その結果、自己

 資本比率は前連結会計年度末の91.0％から80.5％へと減少しております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第１四半期末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて21億１千１百万円増加し、47億

 ３千９百万円となりました。  

(ア)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、税金等調整前四半期純損失９千６百万円に対し、売上債権の減少２億６

 百万円、たな卸資産の増加10億２千７百万円、仕入債務の増加９億７千９百万円等により、２億１千９百万円の獲

 得（前年同期は11億６千９百万円の支出）となりました。    

(イ)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、定期預金の純減少額20億円等により19億９千６百万円の獲得（前年同期

 は0.5百万円の支出）となりました。 

(ウ)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、配当金の支払による支出１億３百万円等により、１億４百万円の支出 

 （前年同期は１億８千１百万円の支出）となりました。  

   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  第２四半期連結累計期間の業績予想については、平成22年５月11日の決算短信で公表いたしました業績予想を一

 部修正しております。詳細につきましては、平成22年８月３日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

 照ください。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  １．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第１四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．棚卸資産の評価方法 

    当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地

   棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り簿価切

下げを行う方法によっております。    

  ３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

    法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

   っております。 

    繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

   状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

   ンニングを利用する方法によっております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  当第１四半期連結会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月 

 31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

 を適用しております。 

  これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。  

   

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

 様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用 

 により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しており 

 ます。 

  

  

（４）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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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,739,789 4,628,313

受取手形及び売掛金 349,663 555,791

仕掛品 1,574,194 545,112

原材料 12,437 14,148

繰延税金資産 66,852 49,503

その他 64,886 171,619

貸倒引当金 △2,517 △3,632

流動資産合計 6,805,306 5,960,855

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,018,615 1,032,512

土地 1,013,925 1,013,925

建設仮勘定 2,796 1,135

その他（純額） 49,107 54,282

有形固定資産合計 2,084,445 2,101,854

無形固定資産 9,074 9,968

投資その他の資産 43,478 43,899

固定資産合計 2,136,997 2,155,722

資産合計 8,942,304 8,116,577
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 1,497,626 517,982

未払法人税等 3,010 5,176

未払消費税等 2,914 189

賞与引当金 58,933 34,370

製品保証引当金 12,184 26,118

その他 61,721 44,065

流動負債合計 1,636,389 627,903

固定負債   

役員退職慰労引当金 100,960 97,480

その他 4,908 5,800

固定負債合計 105,869 103,281

負債合計 1,742,258 731,184

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,684,420 1,684,420

資本剰余金 1,597,920 1,597,920

利益剰余金 3,921,827 4,105,456

株主資本合計 7,204,168 7,387,797

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,122 △2,404

評価・換算差額等合計 △4,122 △2,404

純資産合計 7,200,045 7,385,393

負債純資産合計 8,942,304 8,116,577
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,053,088 311,272

売上原価 1,966,198 287,842

売上総利益 86,889 23,430

販売費及び一般管理費 160,724 126,783

営業損失（△） △73,835 △103,353

営業外収益   

受取利息 973 1,006

還付加算金 － 3,209

その他 652 2,270

営業外収益合計 1,626 6,486

営業外費用   

コミットメントフィー 1,495 747

営業外費用合計 1,495 747

経常損失（△） △73,705 △97,614

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,115

特別利益合計 － 1,115

特別損失 － －

税金等調整前四半期純損失（△） △73,705 △96,499

法人税、住民税及び事業税 1,132 1,132

法人税等調整額 17,494 △17,348

法人税等合計 18,626 △16,216

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △80,283

四半期純損失（△） △92,331 △80,283
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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   

税金等調整前四半期純損失（△） △73,705 △96,499

減価償却費 27,838 20,681

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,162 △1,115

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,946 24,562

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △11,067 △13,934

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,255 3,480

受取利息及び受取配当金 △973 △1,006

売上債権の増減額（△は増加） △1,410,397 206,127

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,347,497 △1,027,371

仕入債務の増減額（△は減少） △721,191 979,643

前受金の増減額（△は減少） △3,465 －

その他 △88,586 125,831

小計 △928,197 220,399

利息及び配当金の受取額 973 1,196

法人税等の支払額 △241,887 △2,205

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,169,110 219,390

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △216 △2,378

投資有価証券の取得による支出 △297 △297

貸付けによる支出 － △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △514 1,996,323

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △180,855 △103,346

その他 △892 △892

財務活動によるキャッシュ・フロー △181,747 △104,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,351,372 2,111,476

現金及び現金同等物の期首残高 5,225,178 2,628,313

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,873,805 4,739,789
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 該当事項はありません。  

  

  

 〔事業の種類別セグメント情報〕  

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

   当社グループは単一事業形態であるため、該当事項はありません。 

  

 〔所在地別セグメント情報〕 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 〔海外売上高〕  

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

   海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

   

 〔セグメント情報〕  

  当社グループは、ファインピッチ実装技術を核とした製造装置等を開発・製造・販売する事業のみの単一セ

 グメントとなりますため、記載を省略しております。 

  

 （追加情報） 

  当第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  

 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 

 針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。     

             

  

 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）セグメント情報

（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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 生産、受注及び販売の状況 

  当社グループは、ファインピッチ実装技術を核とした製造装置等を開発・製造・販売する事業のみの単一セグメ

 ントとなりますため、当第１四半期連結会計期間における生産、受注及び販売の状況を製品区分別に記載すると次

 のとおりとなります。 

  

(1）生産実績 

 （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 

 （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 

  

  

 以 上

４．補足情報

製品区分 生産高（千円） 前年同四半期比（％）  

FPD関連装置    1,547,181  206.0

半導体関連装置他    156,138  40.6

合計    1,703,320  176.2

製品区分 受注高（千円） 
前年同四半期比

（％）  
受注残高（千円） 

 前年同四半期比
（％） 

FPD関連装置    252,197  798.3    2,492,433  3,026.7

半導体関連装置他    236,017  2,305.1    386,775  37.8

合計    488,215  1,188.6    2,879,209  699.0

製品区分 販売高（千円） 前年同四半期比（％）  

FPD関連装置    167,358  △90.7

半導体関連装置他    143,913  △43.6

合計    311,272  △84.8
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