
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年10月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ニューフレアテクノロジー 上場取引所 大 

コード番号 6256 URL http://www.nuflare.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 三浦康明

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 天明郁夫 TEL 045-471-1982
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

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 9,563 44.6 562 ― 391 ― 215 ―

22年3月期第2四半期 6,613 ― △1,080 ― △1,236 ― △1,250 ―

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 1,792.32 ―

22年3月期第2四半期 △12,507.59 ―

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 39,272 8,072 20.6 67,269.74
22年3月期 36,452 7,878 21.6 65,650.43

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,072百万円 22年3月期  7,878百万円

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 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 28,000 38.4 1,700 78.6 1,000 50.4 1,000 86.2 8,333.33



(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 

（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は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（注）１．平成22年３月期より連結財務諸表を作成しておりますので、平成22年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率は、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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」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  120,000株 22年3月期  120,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 120,000株 22年3月期2Q 100,000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わが国経済は、企業収益の回復が続くとともに、企業の設備投資や個人消費

においても持ち直しがみられましたが、輸出の増勢には鈍化傾向がみられ、雇用・所得環境には依然として厳しい

状況が続いております。また、海外経済においては、アジアでは高い成長が続き、欧米経済も緩やかに回復を続け

ましたが、中国の成長率に鈍化がみられ、欧米では高い失業率が継続する等、景気の下ぶれリスクが強まっており

ます。 

 当社が事業を行なう半導体業界においては、タブレットＰＣやスマートフォンを牽引役に、幅広い分野で半導体

の回復基調が続き、当社の顧客である半導体業界においては、半導体製造装置向け設備投資に前向きな姿勢がみら

れました。 

 このような状況のもとで、当社グループは、積極的な営業活動により主力の電子ビームマスク描画装置及びエピ

タキシャル成長装置を売り上げる等、製品本体の拡販に努めてまいりました。また、保守・サービス案件の販売に

も注力してまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、9,563百万円（前年同期比44.6％増）、営業利益562百

万円（前年同期比1,642百万円増）、経常利益391百万円（前年同期比1,627百万円増）、四半期純利益215百万円

（前年同期比1,465百万円増）となりました。 

  

（２）連結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 

 当第２四半期連結累計期間末の資産は、39,272百万円（前連結会計年度末比2,820百万円増）となりまし

た。これは現金及び預金、受取手形及び売掛金、仕掛品等が増加した一方で、商品及び製品が減少したこと

が主な要因となっております。 

 当第２四半期連結累計期間末の負債は、31,199百万円（前連結会計年度末比2,625百万円増）となりまし

た。これは支払手形及び買掛金の増加が主な要因となっております。 

 当第２四半期連結累計期間末の純資産は、8,072百万円（前連結会計年度末比194百万円増）となりまし

た。これは利益剰余金の増加が要因となっております。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、8,674百万円

（前年同期比5,000百万円増）となりました。第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況

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） 

 第２四半期連結累計期間において営業活動の結果取得した資金は、3,333百万円（前年同期比648百万円

増）となりました。これは主に前受金の増加2,033百万円、仕入債務の増加2,531百万円等に対し、売上債権

の増加1,124百万円、たな卸資産の増加1,269百万円等が相殺されたことによります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、348百万円（前年同期比129百万円減）

となりました。これは主に定期預金の払戻による収入78百万円に対し、長期前払費用の取得による支出400百

万円等が相殺されたことによります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、1,934百万円（前年同期比2,153百万円

減）となりました。これは主に長期借入れによる収入3,000百万円に対し、短期借入金の純増減額4,500百万

円等が相殺されたことによります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年７月29日の第１四半期決算短信発表時に公表いたしま

した業績予想を変更しておりません。なお、第２四半期累計期間につきましては、本日（平成22年10月28日）別途

公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

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簡便な会計処理 

固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

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） 

  当第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。 

  これにより、当第２四半期連結累計期間では、営業利益及び経常利益はそれぞれ4百万円減少し、税金等調整

前四半期純利益は106百万円減少しております。 

  また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は241百万円であります。  

（表示方法の変更） 

  「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２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益

又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。 

  

  

  

  

  

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 8,674,517 7,936,971

受取手形及び売掛金 9,946,969 8,804,532

商品及び製品 4,811,186 6,573,499

仕掛品 8,180,822 5,090,114

その他 673,542 409,045

流動資産合計 32,287,038 28,814,162

固定資産   

有形固定資産 5,702,285 6,162,346

無形固定資産 592,331 669,144

投資その他の資産 690,506 806,414

固定資産合計 6,985,123 7,637,905

資産合計 39,272,161 36,452,068

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,163,664 4,493,261

短期借入金 10,000,000 14,500,000

1年内返済予定の長期借入金 1,900,000 400,000

未払法人税等 38,479 88,157

製品保証引当金 111,234 123,802

その他 5,526,558 3,994,969

流動負債合計 24,739,937 23,600,190

固定負債   

長期借入金 4,700,000 3,400,000

退職給付引当金 1,193,327 1,177,079

役員退職慰労引当金 11,815 14,411

資産除去債務 244,230 －

その他 310,480 382,334

固定負債合計 6,459,854 4,973,825

負債合計 31,199,792 28,574,016

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,486,000 6,486,000

資本剰余金 1,986,000 1,986,000

利益剰余金 △390,404 △605,482

株主資本合計 8,081,595 7,866,517

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △9,227 11,535

評価・換算差額等合計 △9,227 11,535

純資産合計 8,072,368 7,878,052

負債純資産合計 39,272,161 36,452,068
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 6,613,519 9,563,776

売上原価 4,782,884 5,549,185

売上総利益 1,830,634 4,014,591

販売費及び一般管理費 2,911,444 3,452,132

営業利益又は営業損失（△） △1,080,809 562,458

営業外収益   

受取利息 － 2,355

為替差益 13,449 －

受取賃貸料 21,003 8,846

助成金収入 12,043 －

その他 11,573 4,070

営業外収益合計 58,069 15,272

営業外費用   

支払利息 162,893 150,279

為替差損 － 12,003

その他 51,150 23,834

営業外費用合計 214,043 186,117

経常利益又は経常損失（△） △1,236,783 391,613

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 101,834

特別損失合計 － 101,834

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（△）

△1,236,783 289,778

法人税、住民税及び事業税 13,975 19,500

法人税等調整額 － 55,200

法人税等合計 13,975 74,700

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,250,758 215,078

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,250,758 215,078
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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) 

売上高 4,451,333 8,523,022

売上原価 3,343,801 4,915,252

売上総利益 1,107,531 3,607,770

販売費及び一般管理費 1,502,668 1,826,505

営業利益又は営業損失（△） △395,137 1,781,264

営業外収益   

受取利息 － 2,336

受取手数料 － 1,373

為替差益 1,956 －

受取賃貸料 10,366 1,841

助成金収入 12,043 －

その他 3,857 658

営業外収益合計 28,223 6,211

営業外費用   

支払利息 84,855 74,477

為替差損 － 9,838

その他 38,656 8,368

営業外費用合計 123,512 92,684

経常利益又は経常損失（△） △490,426 1,694,791

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（△）

△490,426 1,694,791

法人税、住民税及び事業税 11,962 1,277

法人税等調整額 － △364

法人税等合計 11,962 912

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△502,388 1,693,878

四半期純利益又は四半期純損失（△） △502,388 1,693,878
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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) 

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,236,783 289,778

減価償却費 680,586 864,198

長期前払費用償却額 115,000 117,500

有形固定資産除売却損益（△は益） 671 －

受取利息及び受取配当金 △265 △2,355

支払利息 162,893 150,279

手形売却損 10,745 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） 20,288 △12,567

退職給付引当金の増減額（△は減少） 97,395 18,043

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,806 △2,595

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 101,834

売上債権の増減額（△は増加） 1,756,654 △1,124,100

前受金の増減額（△は減少） 305,319 2,033,889

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,263,454 △1,269,437

仕入債務の増減額（△は減少） △1,851,600 2,531,411

未払消費税等の増減額（△は減少） 422,147 △502,142

その他 △59,900 139,652

小計 2,684,799 3,333,388

利息及び配当金の受取額 265 2,355

利息の支払額 △173,406 △147,586

法人税等の支払額 △162,222 △67,236

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,349,436 3,120,921

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 78,300

有形固定資産の取得による支出 △74,486 △23,259

有形固定資産の売却による収入 5 －

無形固定資産の取得による支出 － △1,124

長期前払費用の取得による支出 △400,000 △400,000

その他 △3,120 △2,077

投資活動によるキャッシュ・フロー △477,602 △348,161

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000 △4,500,000

長期借入れによる収入 － 3,000,000

長期借入金の返済による支出 － △200,000

リース債務の返済による支出 △281,064 △234,247

財務活動によるキャッシュ・フロー 218,935 △1,934,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,450 △22,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,092,218 816,445

現金及び現金同等物の期首残高 1,546,631 7,858,071

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四半期末残高 3,674,050 8,674,517
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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なっており、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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 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。 

  

〔海外売上高〕 

 （注）１．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〕 

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） 

 当社グループは半導体製造装置、同部品の製造販売事業の単一セグメントであるため、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より、「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

  北米 欧州 アジア 計 

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） 

Ⅰ海外売上高 

（千円） 
 329,021  91,839  4,491,860  4,912,722

Ⅱ連結売上高 

（千円） 
―  6,613,519

Ⅲ海外売上高の連

結売上高に占める

割合（％） 

 5.0  1.4  67.9  74.3

（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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