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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 20,026 157.8 1,374 ― 1,129 ― 915 ―

22年3月期第3四半期 7,767 ― △2,242 ― △2,438 ― △2,546 ―

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3四半期 7,629.59 ―

22年3月期第3四半期 △25,460.61 ―

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3四半期 38,627 8,775 22.7 73,128.57
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3四半期  8,775百万円 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  有  
 

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）

1,000.00 1,000.00

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  有  
 

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 30,500 50.7 2,400 152.1 2,100 215.8 1,100 104.8 9,166.66



(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３四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3Q  120,000株 22年3月期  120,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 120,000株 22年3月期3Q 100,000株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  5

（第３四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  5

（第３四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

㈱ニューフレアテクノロジー（6256）　平成23年３月期第３四半期決算短信

- 1 -



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益に改善がみられ、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、輸出は緩やかに減少し、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、アジアでは緩やかに成長が続き、欧米経済も緩やかに回復を続けましたが、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依然として残っております。 

 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、当社の顧客においても、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に加え、

マスク検査装置及びエピタキシャル成長装置の拡販に努めてまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、20,026百万円（前年同期比157.8％増）、営業利益

1,374百万円（前年同期比3,616百万円増）、経常利益1,129百万円（前年同期比3,568百万円増）、四半期純利益

915百万円（前年同期比3,461百万円増）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３四半期連結累計期間末の資産は、38,627百万円（前連結会計年度末比2,175百万円増）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３四半期連結累計期間末の負債は、29,851百万円（前連結会計年度末比1,277百万円増）となりまし 

  た。これは支払手形及び買掛金等が増加した一方で、短期借入金等が減少したことが主な要因となってお 

  ります。 

   当第３四半期連結累計期間末の純資産は、8,775百万円（前連結会計年度末比897百万円増）となりました。

  これは利益剰余金の増加が主な要因となっております。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

   当第３四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、12,180百万円 

 （前年同期比8,545百万円増）となりました。第３四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３四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、7,140百万円（前年同期比4,586百万円 

  増）となりました。これは主にたな卸資産の減少2,535百万円、仕入債務の増加3,706百万円等に対し、売上 

  債権の増加1,081百万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３四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、656百万円（前年同期比71百万円減） 

  となりました。これは主に定期預金の払戻による収入76百万円に対し、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３四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、2,148百万円（前年同期比2,228百万円 

  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、短期借入金の減少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月期の業績予想におきましては、平成22年10月28日の「平成23年３月期第２四半期決算短信」の発表

時に公表いたしました通期の業績予想及び期末配当金予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成

23年１月27日）別途公表しております「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

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３四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6百万円減少し、税金等調整 

 前四半期純利益は108百万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３四半期連結累計期間及び当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 12,329,660 7,936,971

受取手形及び売掛金 9,902,807 8,804,532

商品及び製品 3,031,948 6,573,499

仕掛品 6,159,770 5,090,114

その他 630,004 409,045

流動資産合計 32,054,190 28,814,162

固定資産   

有形固定資産 5,369,348 6,162,346

無形固定資産 559,980 669,144

投資その他の資産 643,762 806,414

固定資産合計 6,573,091 7,637,905

資産合計 38,627,282 36,452,068

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,230,780 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 72,242 88,157

製品保証引当金 167,425 123,802

その他 3,133,636 3,994,969

流動負債合計 23,504,084 23,600,190

固定負債   

長期借入金 4,600,000 3,400,000

退職給付引当金 1,234,079 1,177,079

役員退職慰労引当金 13,597 14,411

資産除去債務 245,621 －

その他 254,471 382,334

固定負債合計 6,347,770 4,973,825

負債合計 29,851,854 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 310,067 △605,482

株主資本合計 8,782,067 7,866,517

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △6,639 11,535

評価・換算差額等合計 △6,639 11,535

純資産合計 8,775,427 7,878,052

負債純資産合計 38,627,282 36,452,068
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,767,121 20,026,884

売上原価 5,665,520 13,235,456

売上総利益 2,101,600 6,791,428

販売費及び一般管理費 4,343,936 5,417,210

営業利益又は営業損失（△） △2,242,336 1,374,217

営業外収益   

受取利息 398 3,902

為替差益 66,818 －

受取賃貸料 31,219 11,857

その他 31,693 6,525

営業外収益合計 130,129 22,285

営業外費用   

支払利息 246,589 219,584

その他 80,102 47,641

営業外費用合計 326,692 267,225

経常利益又は経常損失（△） △2,438,899 1,129,277

特別損失   

有形固定資産除却損 16,624 －

賃貸借契約解約損 50,000 －

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 66,624 101,834

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（△）

△2,505,523 1,027,443

法人税、住民税及び事業税 40,537 57,057

法人税等調整額 － 54,835

法人税等合計 40,537 111,892

少数株主損益調整前四半期純利益 － 915,550

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,546,060 915,550
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,153,602 10,463,108

売上原価 882,636 7,686,271

売上総利益 270,965 2,776,837

販売費及び一般管理費 1,432,492 1,965,077

営業利益又は営業損失（△） △1,161,526 811,759

営業外収益   

受取利息 133 1,547

為替差益 53,368 －

受取賃貸料 10,215 3,011

受取手数料 － 1,421

その他 8,342 1,033

営業外収益合計 72,059 7,013

営業外費用   

支払利息 83,696 69,304

その他 28,952 11,804

営業外費用合計 112,649 81,108

経常利益又は経常損失（△） △1,202,115 737,664

特別損失   

有形固定資産除却損 16,624 －

賃貸借契約解約損 50,000 －

特別損失合計 66,624 －

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（△）

△1,268,739 737,664

法人税、住民税及び事業税 26,562 37,557

法人税等調整額 － △364

法人税等合計 26,562 37,192

少数株主損益調整前四半期純利益 － 700,471

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,295,302 700,471
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△）

△2,505,523 1,027,443

減価償却費 1,021,023 1,303,496

長期前払費用償却額 172,500 163,137

有形固定資産除却損 16,624 －

手形売却損 10,745 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） 10,098 43,622

退職給付引当金の増減額（△は減少） 136,612 58,294

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △328 △813

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 101,834

受取利息及び受取配当金 △398 △3,902

支払利息 246,589 219,584

売上債権の増減額（△は増加） 1,830,282 △1,081,462

前受金の増減額（△は減少） 1,242,432 276,661

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,097,853 2,535,499

仕入債務の増減額（△は減少） △1,928,539 3,706,569

未払消費税等の増減額（△は減少） 373,462 △481,990

その他 259,253 △418,895

小計 2,982,692 7,449,080

利息及び配当金の受取額 398 3,902

利息の支払額 △266,702 △222,984

法人税等の支払額 △162,222 △89,531

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,554,166 7,140,466

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △76,500 △154,726

定期預金の払戻による収入 － 76,500

有形固定資産の取得による支出 △107,764 △169,561

無形固定資産の取得による支出 △890 △8,012

長期前払費用の取得による支出 △400,000 △400,000

その他 22 △669

投資活動によるキャッシュ・フロー △585,132 △656,469

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 － △300,000

リース債務の返済による支出 △419,512 △348,466

財務活動によるキャッシュ・フロー 80,487 △2,148,466

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,871 △13,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,053,394 4,322,337

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 3,635,225 12,180,409
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結累計期間 

 （自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日） 

  

Ⅰ 海外売上高 

（千円）  
521,501 109,994 4,944,125 5,575,621

Ⅱ 連結売上高 

（千円）  
 －   7,767,121

Ⅲ 海外売上高の

連結売上高に占め

る割合（％） 

6.7 1.4 63.7 71.8

（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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