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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 16,369 163.2 △253 ― △727 ― △786 ―
22年3月期第3四半期 6,218 △35.5 △2,314 ― △2,222 ― △2,436 ―

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 △43.26 ―
22年3月期第3四半期 △134.04 ―

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 38,332 35,481 92.5 1,951.34
22年3月期 38,643 36,480 94.4 2,006.19

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  35,467百万円 22年3月期  36,465百万円

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 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
5.00 5.00

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 20,200 102.4 △730 ― △1,260 ― △1,330 ― △73.17



(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、四半期財務諸表に
対する四半期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 
業績予想については、昨年11月時点では第3四半期連結累計期間の業績予想のみ開示していましたが、本資料において通期の連結業績予想を公表して
います。詳細は、【添付資料】P.2「１．当四半期決算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。 
本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基
づいたものであり、経済動向、為替レート、市場需要、諸制度などに関するリスクを含んでいます。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と
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】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。）

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 20,047,500株 22年3月期  20,047,500株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,871,514株 22年3月期  1,871,054株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 18,176,303株 22年3月期3Q  18,176,692株
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（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世界経済は、緩やかな回復が続きましたが、先行きについては、景気回復への

期待が高まる一方で、米国住宅市場の長期的な低迷、欧州諸国の財政問題、新興国の物価高騰などへの懸念も広が

るなど、不透明感を抱える状態で推移しました。 

半導体業界においては、新興国における電子機器の需要が堅調であったことに加え、多機能携帯電話やタブレット

型パソコン向けに半導体の需要が拡大したことを背景に、半導体メーカー各社による活発な設備投資が続きました

が、夏以降、欧米市場におけるパソコンやデジタル家電の需要が伸び悩み、DRAM半導体の価格が下落したことなど

から、一転して、半導体メーカー各社による生産調整や組立装置への設備投資の先送りが相次ぎました。 

このような状況の下、当社グループは、新製品を相次いで市場投入し、新たな顧客領域でのシェア拡大に努めると

ともに、グローバル調達の推進、コストダウン設計による生産性の向上と原価低減など、経営課題であるコスト構

造の改革に引き続き取り組みました。この結果、売上は前年同期と比較して大きく伸展しましたが、市場価格の低

迷と円高の影響が収益性改善の効果を上回り、利益面では厳しい状況が続きました。 

当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高16,369百万円（前年同期比163.2％増）、営業損失253

百万円（前年同期は2,314百万円の営業損失）、経常損失727百万円（前年同期は2,222百万円の経常損失）、四半

期純損失786百万円（前年同期は2,436百万円の四半期純損失）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より311百万円減少し、38,332百万円となりました。

主な増加は、受取手形及び売掛金3,336百万円、商品及び製品1,477百万円、仕掛品600百万円であり、主な減少

は、現金及び預金5,005百万円、投資有価証券944百万円です。 

負債合計は、前連結会計年度末より688百万円増加し、2,851百万円となりました。主な増減は、買掛金の増加293

百万円です。 

純資産は、前連結会計年度末より999百万円減少し、35,481百万円となりました。主な増減は、四半期純損失の計

上および配当金の支払いなどによる利益剰余金の減少878百万円です。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の94.4％から92.5％となりました。 

（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の期末残高は、前連結会計年度末より4,719百万円減少

し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額９百万円と合わせて、8,844百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,544百万円の支出（前年同期は330百万円の支出）となりました。主な増

加は、減価償却費544百万円および仕入債務の増加額344百万円によるものであり、一方で主な減少は、税金等調整

前四半期純損失708百万円、売上債権の増加額3,385百万円およびたな卸資産の増加額2,167百万円によるもので

す。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,030百万円の収入（前年同期は337百万円の収入）となりました。その主

な要因は、定期預金の払戻による収入2,783百万円および投資有価証券の償還による収入1,000百万円の資金の増加

に対し、定期預金の預入による支出2,513百万円の資金の減少によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、94百万円の支出（前年同期は95百万円の支出）となりました。その主な要

因は、配当金の支払額94百万円によるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

半導体市場は、多機能携帯電話やタブレット型パソコン向けの需要が堅調である一方、これまで市場を牽引してき

たパソコンやデジタル家電の需要が伸び悩んでいることから、市場の成長率は鈍化傾向にあります。このため、半

導体組立装置市場においても、短期的には減速傾向が強まり、半導体メーカー各社の投資意欲が回復するのは春以

降になるものと予想されます。 

当社グループは、新製品として市場投入したLSI用フリップチップボンダLFB-1000、ワイドボンディングエリア対

応ワイヤボンダUTC-3000WE、LED用ダイボンダSPA-800LEDなど、市場の変化と多様な顧客ニーズに対応する製品を

開発、販売することでシェア拡大を目指すとともに、国内のみに集約してきた従来の生産体制の見直しも含めた徹

底的なコスト構造の改革に取り組むことにより、収益性の改善に邁進していますが、平成23年３月期通期連結業績

については、直近の受注状況など現時点において当社グループが把握する情報に基づき、次のとおり予測し、開示

します。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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平成23年３月期通期連結業績については、売上高20,200百万円（前年同期比102.4％増）、営業損失730百万円、経

常損失1,260百万円、当期純損失1,330百万円を見込んでいます。なお、為替の想定換算レートは、80円／米ドルで

す。 

（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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率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を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定しています。 

② 棚卸資産の評価方法 

実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間に係る実地棚卸高を基礎として継続的受払記録により算定してい

ます。 

棚卸資産の簿価切り下げに関して、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 

切り下げを行う方法によっています。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

連結会計年度に係る固定資産の減価償却費を期間按分して算定しています。 

④ 製品保証引当金見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の製品保証実績率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製品保証実績率を使用して、製品保証引当金を算定しています。 

⑤ 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おいては、重要な加減算項目に限定しています。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

連結子会社の税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対 

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ています。 

なお、連結子会社の法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しています。 

（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

います。これに伴う損益に与える影響はありません。 

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：百万円）

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 11,898 16,903

受取手形及び売掛金 7,436 4,101

商品及び製品 3,561 2,083

仕掛品 1,723 1,123

原材料及び貯蔵品 609 446

その他 791 305

貸倒引当金 △2 △18

流動資産合計 26,015 24,943

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,929 4,929

その他（純額） 2,146 2,454

有形固定資産合計 7,075 7,382

無形固定資産   

その他 280 380

無形固定資産合計 280 380

投資その他の資産   

投資有価証券 3,288 4,232

その他 1,676 1,709

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 4,962 5,937

固定資産合計 12,317 13,700

資産合計 38,332 38,643

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,619 1,326

未払法人税等 106 37

引当金 235 116

その他 382 268

流動負債合計 2,342 1,748

固定負債   

引当金 379 285

その他 130 130

固定負債合計 509 415

負債合計 2,851 2,163
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,360 8,360

資本剰余金 8,907 8,907

利益剰余金 21,152 22,030

自己株式 △3,149 △3,148

株主資本合計 35,271 36,149

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 677 630

為替換算調整勘定 △480 △313

評価・換算差額等合計 197 317

少数株主持分 13 14

純資産合計 35,481 36,480

負債純資産合計 38,332 38,643
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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：百万円）

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 6,218 16,369

売上原価 5,135 12,508

売上総利益 1,083 3,860

販売費及び一般管理費   

営業サービス費 303 487

従業員給料及び賞与 626 694

退職給付費用 43 67

試験研究費 1,065 1,089

製品保証引当金繰入額 93 192

その他 1,268 1,584

販売費及び一般管理費合計 3,397 4,113

営業損失（△） △2,314 △253

営業外収益   

受取利息 47 35

受取配当金 43 43

助成金収入 92 －

その他 59 51

営業外収益合計 241 129

営業外費用   

為替差損 113 592

賃貸収入原価 37 －

その他 0 11

営業外費用合計 150 603

経常損失（△） △2,222 △727

特別利益   

貸倒引当金戻入額 104 16

有形固定資産売却益 － 2

特別利益合計 104 19

特別損失   

操業度低下損 249 －

特別損失合計 249 －

税金等調整前四半期純損失（△） △2,367 △708

法人税、住民税及び事業税 12 102

法人税等調整額 56 △23

法人税等合計 68 79

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △787

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △0

四半期純損失（△） △2,436 △786
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △2,367 △708

減価償却費 552 544

貸倒引当金の増減額（△は減少） △104 △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 97

その他の引当金の増減額（△は減少） △102 119

受取利息及び受取配当金 △90 △78

為替差損益（△は益） 1 11

有形固定資産売却損益（△は益） － △2

売上債権の増減額（△は増加） △1,522 △3,385

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,166 △2,167

仕入債務の増減額（△は減少） 707 344

その他 55 △359

小計 △691 △5,602

利息及び配当金の受取額 90 75

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 271 △17

営業活動によるキャッシュ・フロー △330 △5,544

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 △2,914 △2,513

定期預金の払戻による収入 3,424 2,783

有形固定資産の取得による支出 △369 △217

有形固定資産の売却による収入 － 2

無形固定資産の取得による支出 △88 △16

投資有価証券の取得による支出 △20 －

投資有価証券の償還による収入 － 1,000

貸付けによる支出 △14 △11

貸付金の回収による収入 28 17

その他の支出 △16 △27

その他の収入 306 12

投資活動によるキャッシュ・フロー 337 1,030

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 △1 △0

配当金の支払額 △94 △94

財務活動によるキャッシュ・フロー △95 △94

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 △111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69 △4,719

現金及び現金同等物の期首残高 13,832 13,554

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 9

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,763 8,844
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

近における四半期毎の業績の推移 

平成22年３月期（連結）  

平成23年３月期（連結）  

（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

  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

平成21年４月 
～平成21年６月 

平成21年７月
～平成21年９月 

平成21年10月
～平成21年12月 

平成22年１月 
～平成22年３月 

平成21年４月
～平成22年３月 

売上高（百万円）  1,152 2,088 2,978  3,762 9,980

売上総利益（百万円）  274 439 370  674 1,757

営業損失（百万円）  △859 △674 △780  △553 △2,867

経常損失（百万円）  △860 △668 △695  △492 △2,715

税金等調整前四半期（当期） 

純損失（百万円） 
 △1,000 △770 △597  △487 △2,855

四半期（当期）純損失 

（百万円） 
 △1,022 △791 △624  △523 △2,959

１株当たり四半期（当期） 

純損失（円） 
 △56.21 △43.51 △34.31  △28.76 △162.80

総資産（百万円）  39,709 38,715 38,740  38,643 38,643

純資産（百万円）  38,494 37,514 36,706  36,480 36,480

１株当たり純資産（円）  2,117.03 2,063.14 2,018.70  2,006.19 2,006.19

受注高（百万円）  1,542 2,658 3,573  6,006 13,778

  

第１四半期 第２四半期 第３四半期

平成22年４月 
～平成22年６月 

平成22年７月
～平成22年９月 

平成22年10月
～平成22年12月 

売上高（百万円） 4,827 7,075 4,466

売上総利益（百万円） 1,123 1,606 1,132

営業利益又は営業損失（△） 

（百万円） 
△216 190 △234

経常損失（百万円） △340 △20 △372

税金等調整前四半期純損失 

（百万円） 
△340 △10 △358

四半期純損失（百万円） △369 △46 △372

１株当たり四半期純損失 

（円） 
△20.28 △2.53 △20.45

総資産（百万円） 38,735 39,011 38,332

純資産（百万円） 35,745 35,519 35,481

１株当たり純資産（円） 1,965.79 1,953.36 1,951.34

受注高（百万円）  9,272 3,083 2,974
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