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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 4,652 501.0 729 ― 842 ― 816 ―

22年3月期第2四半期 774 △76.0 △798 ― △694 ― △685 ―

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2四半期 144.57 ―

22年3月期第2四半期 △121.28 ―

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2四半期 12,508 11,017 88.1 1,950.26
22年3月期 12,527 10,402 83.0 1,841.39

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  11,017百万円 22年3月期  10,402百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 40.00 40.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 7,700 91.5 800 ― 900 ― 850 ― 150.47



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(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 

（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レビュー手続きの対象外であり、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しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 5,778,695株 22年3月期  5,778,695株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  129,635株 22年3月期  129,605株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,649,073株 22年3月期2Q 5,649,090株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、中国、インド、アセアン諸国などアジア新興国においては、輸

出の拡大や内需回復により高い景気成長が続きましたが、一方、米国、欧州、日本などの主要先進国においては財

政問題の顕在化や内需不振により低調な経済成長となりました。  

 半導体業界におきましては、パソコン、デジタル家電、スマートフォン等モバイル機器向けデバイスの旺盛な需

要に加え、産業機器や車載向けデバイス需要の順調な回復により、大手半導体メーカーによる増産化に向けた設備

投資が本格化しました。製造装置の需要も設備投資の増加を背景に、生産拠点が集中する中国、台湾などアジア新

興国において順調に回復しました。  

 このような状況の中で、主要市場である中国、台湾、マレーシアにおいて、モバイル機器用ＩＣデバイスや車載

用パワーデバイス向けの検査装置であるハンドラおよびテスタの拡販を図りました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高41億61百万円（前年同四半期比2.6倍）、売上高46億

52百万円（同6.0倍）となりました。製品別売上高はハンドラ30億円（同18.1倍）、テスタ9億13百万円（同5.3

倍）、パーツ等7億38百万円（同1.7倍）となりました。 

 損益面は、稼働率の上昇や量産効果などにより利益率が改善したことに加え、一般管理費の管理強化を図ったこ

とにより、営業利益は7億29百万円（前年同四半期は営業損失7億98百万円）、経常利益は8億42百万円（同経常損

失6億94百万円）、四半期純利益は8億16百万円（同四半期純損失6億85百万円）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権が増加する一方で、現預金、有価証券などが減少した

ことから、前連結会計年度末に比べ19百万円減少し、125億8百万円となりました。  

 負債は、短期借入金の返済および仕入債務の支払などにより、前連結会計年度末に比べ6億34百万円減少し、14

億90百万円となりました。  

 純資産は、四半期純利益の計上、その他有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ6億15

百万円増加し、110億17百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期業績は期初計画を上回る水準で推移しましたが、通期の業績予想につきましては、パソコンや液晶

テレビの在庫調整を受け半導体需要の一部に不透明感が広がっていること、また、為替動向も不安定であることな

どから、現時点では変更しておりません。  

  

（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．簡便な会計処理 

①当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸等を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②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。 

２．特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,612 2,733

受取手形及び売掛金 2,200 1,817

有価証券 740 839

製品 234 434

仕掛品 1,118 935

原材料 427 444

未収消費税等 86 104

未収還付法人税等 3 27

その他 38 41

貸倒引当金 △36 △37

流動資産合計 7,425 7,340

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,612 2,620

減価償却累計額 △1,888 △1,862

建物及び構築物（純額） 724 758

機械装置及び運搬具 301 306

減価償却累計額 △280 △282

機械装置及び運搬具（純額） 20 23

工具、器具及び備品 955 937

減価償却累計額 △862 △847

工具、器具及び備品（純額） 93 90

土地 1,897 1,898

有形固定資産合計 2,735 2,771

無形固定資産   

のれん 137 162

その他 77 90

無形固定資産合計 214 252

投資その他の資産   

投資有価証券 1,986 2,004

保険積立金 114 126

その他 37 38

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,131 2,163

固定資産合計 5,082 5,187

資産合計 12,508 12,527



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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   

買掛金 459 645

短期借入金 － 500

リース債務 1 1

未払金 102 118

未払費用 153 136

未払法人税等 41 21

繰延税金負債 2 －

賞与引当金 210 168

製品保証引当金 48 48

その他 107 33

流動負債合計 1,125 1,673

固定負債   

リース債務 2 3

繰延税金負債 12 13

退職給付引当金 289 264

長期未払金 11 98

負ののれん 48 72

固定負債合計 364 451

負債合計 1,490 2,124

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,521 2,521

資本剰余金 3,370 3,370

利益剰余金 5,725 4,965

自己株式 △201 △201

株主資本合計 11,416 10,656

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △92 12

為替換算調整勘定 △306 △266

評価・換算差額等合計 △399 △253

少数株主持分 0 0

純資産合計 11,017 10,402

負債純資産合計 12,508 12,527



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 774 4,652

売上原価 921 3,025

売上総利益又は売上総損失（△） △146 1,627

販売費及び一般管理費   

販売手数料 23 146

荷造運搬費 7 30

役員報酬 41 57

給料手当及び賞与 158 174

法定福利費 21 22

賞与引当金繰入額 20 50

減価償却費 10 10

研究開発費 212 181

貸倒引当金繰入額 － 4

のれん償却額 25 25

その他 131 193

販売費及び一般管理費合計 651 897

営業利益又は営業損失（△） △798 729

営業外収益   

受取利息 34 15

受取配当金 13 10

投資有価証券売却益 1 0

為替差益 － 20

負ののれん償却額 24 24

助成金収入 37 38

その他 7 5

営業外収益合計 118 114

営業外費用   

支払利息 0 0

為替差損 14 －

保険解約損 － 1

その他 0 0

営業外費用合計 15 1

経常利益又は経常損失（△） △694 842

特別利益   

固定資産売却益 0 1

貸倒引当金戻入額 2 5

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 3 6

特別損失   

投資有価証券評価損 6 0

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 6 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△698 848



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

法人税、住民税及び事業税 4 31

法人税等還付税額 △18 －

法人税等調整額 0 0

法人税等合計 △13 32

少数株主損益調整前四半期純利益 － 816

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △685 816



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

受注及び販売の状況  

(1) 受注実績  
  

  （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) 受注残高 
  

 （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) 販売実績 
  

 （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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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

  

  

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日)  

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日)  

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  1,263  72.1  2,344  184.3

テスタ  591  407.7  965  319.2

パーツ等  441  22.5  851  56.2

合計  2,297  89.6  4,161  160.0

  

  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日) 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  1,359  106.4

テスタ  500  551.5

パーツ等  231  44.2

合計  2,092  133.5

  

  

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

  

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日)  

  
金額 

（百万円） 
対前年同期増減率

（％） 
金額 

（百万円）  
対前年同期増減率

（％） 

ハンドラ  1,096  590.1  3,000  1,708.1

テスタ  678  398.8  913  433.8

パーツ等  410  52.3  738  69.1

合計  2,185  287.3  4,652  501.0
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