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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年3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6月期第3四半期 7,936 55.3 1,227 ― 1,108 ― 742 ―
22年6月期第3四半期 5,109 4.4 △186 ― △173 ― △127 ―

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6月期第3四半期 65.91 61.56
22年6月期第3四半期 △11.30 ―

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6月期第3四半期 21,192 12,731 59.8 1,125.83
22年6月期 18,885 12,164 64.1 1,075.47

（参考） 自己資本   23年6月期第3四半期  12,680百万円 22年6月期  12,113百万円

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6月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
23年6月期 ― 0.00 ―
23年6月期 

（予想）
30.00 30.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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 12,600 41.1 1,850 147.7 1,700 138.0 1,100 204.2 97.66



(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であります。 

(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であります。 

(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であります。 

(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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、当社が発表日現在において入手している情報及び合理的であると判断する一定の範囲に
基づいており、実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「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6月期3Q 11,785,800株 22年6月期  11,785,800株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  522,792株 22年6月期  522,727株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期3Q 11,263,023株 22年6月期3Q 11,263,073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(平成22年７月～平成23年３月）の世界経済は、ユーロ加盟国の財政危機への懸念な

どがありましたが、中国を中心とするアジア新興国の高い成長から、全体としては回復基調で推移しました。しか

し、日本経済は為替相場の円高基調や東日本大震災の影響等を背景に、先行きは期初の予想に反し不透明な状況と

なっております。 

 当社の主たる事業領域であります半導体業界におきましては、ＰＣ需要の減速による汎用ＤＲＡＭの生産調整が

ありましたが、スマートフォンやタブレットＰＣに使われるモバイルＤＲＡＭやＮＡＮＤフラッシュメモリーは堅

調で、メモリーメーカーやファウンドリーの積極的な投資は継続しております。 

 ＦＰＤ業界におきましては、中小型の高精細パネルへの投資は動き始めておりますが、主に液晶ＴＶに使われる

大型パネルの需要は伸びず、新規設備投資は中国を除いて低調となっております。 

 太陽電池業界におきましては、欧州に加え米国、日本などで好調な需要が見込まれ、太陽電池セルメーカーの設

備投資は引き続き拡大しております。 

 このような状況下、当第３四半期連結累計期間の売上高は79億36百万円（前年同期比55.3％増）となりました。

これを製品品目別にみますと、半導体関連装置が35億64百万円（前年同期比32.0％増）、ＦＰＤ関連装置が32億48

百万円（前年同期比124.2％増）、レーザー顕微鏡が２億44百万円（前年同期比0.3％増）となりました。 

 連結利益につきましては、営業利益が12億27百万円（前年同期は営業損失１億86百万円）、経常利益が11億８百

万円（前年同期は経常損失１億73百万円）、四半期純利益が７億42百万円（前年同期は四半期純損失１億27百万

円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は211億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億６百万円増

加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が８億91百万円減少したものの、現金及び預金が18億31百万円

増加したことと、仕掛品が９億46百万円増加したことによるものであります。  

 負債につきましては、当第３四半期連結会計期間末残高は84億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億39

百万円増加いたしました。これは主に、新株予約権付社債が償還により40億円減少したものの、シンジケートロー

ンの実行に伴い長期借入金が47億67百万円増加したこと、前受金が４億10百万円増加したこと、及び未払法人税等

が３億86百万円増加したことによるものであります。 

 株主資本に評価・換算差額等及び新株予約権を加えた純資産合計は127億31百万円となり、また自己資本比率は 

59.8％（前期末64.1％）となりました。  

  

②キャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億29百万円増加し、34

億94百万円となりました。当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のと

おりであります。  

 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、12億61百万円の収入（前年同期比31.4％減）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億52百万円、売上債権の減少額８億37百万円、前受金の増加額３億

90百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額９億３百万円などの支出要因を上回ったことによるものでありま

す。  

 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、32百万円の支出（前年同期比17.8％増）となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出31百万円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、５億98百万円の収入（前年同期は16億13百万円の支出）と

なりました。これは主に、シンジケートローンの実行に伴う長期借入れによる収入49億44百万円と新株予約権付社

債の償還による支出40億円によるものであります。 

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 

 平成23年６月期通期の業績予想につきましては、平成22年８月13日に当社決算短信にて公表しました業績予想を

修正しております。詳しくは別途公表しました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。 

  

（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 

（固定資産の減価償却費の算定方法）  

 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出する方法によっ

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 

①会計処理基準に関する事項の変更 

 （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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は55,400千円減少しております。 

  

②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では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

   

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,532,074 1,700,885

受取手形及び売掛金 3,463,294 4,354,628

仕掛品 3,407,845 2,461,208

原材料及び貯蔵品 500,507 542,033

繰延税金資産 714,116 474,014

その他 1,560,924 967,403

貸倒引当金 △16,387 △11,789

流動資産合計 13,162,375 10,488,384

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,492,573 2,642,663

機械装置及び運搬具（純額） 32,368 40,131

工具、器具及び備品（純額） 130,958 147,444

土地 4,254,773 4,254,773

建設仮勘定 185 －

有形固定資産合計 6,910,859 7,085,013

無形固定資産 567 563

投資その他の資産   

投資有価証券 285,027 277,878

長期未収入金 440,004 513,338

繰延税金資産 202,321 251,413

その他 190,964 268,773

投資その他の資産合計 1,118,318 1,311,403

固定資産合計 8,029,745 8,396,980

資産合計 21,192,120 18,885,365



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,253,484 1,261,250

1年内返済予定の長期借入金 706,000 －

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 4,000,000

未払法人税等 457,015 70,238

前受金 813,594 403,274

賞与引当金 171,231 －

役員賞与引当金 49,953 22,400

製品保証引当金 145,205 138,975

その他 475,905 470,963

流動負債合計 4,072,389 6,367,103

固定負債   

長期借入金 4,061,500 －

退職給付引当金 294,377 292,397

その他 32,599 61,762

固定負債合計 4,388,476 354,159

負債合計 8,460,865 6,721,263

純資産の部   

株主資本   

資本金 931,000 931,000

資本剰余金 1,080,360 1,080,360

利益剰余金 11,826,833 11,253,393

自己株式 △994,023 △993,964

株主資本合計 12,844,170 12,270,788

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,937 6,669

為替換算調整勘定 △174,771 △164,273

評価・換算差額等合計 △163,833 △157,604

新株予約権 50,917 50,917

純資産合計 12,731,254 12,164,101

負債純資産合計 21,192,120 18,885,365



（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７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 5,109,024 7,936,600

売上原価 3,303,439 4,515,087

売上総利益 1,805,584 3,421,512

販売費及び一般管理費 1,992,266 2,193,577

営業利益又は営業損失（△） △186,681 1,227,934

営業外収益   

受取利息 2,927 10,080

受取配当金 980 1,856

社債償還益 55,250 －

固定資産賃貸料 3,143 1,127

その他 2,398 3,503

営業外収益合計 64,699 16,567

営業外費用   

支払利息 9,992 19,293

固定資産賃貸費用 26,138 37,425

為替差損 15,705 73,632

その他 0 5,555

営業外費用合計 51,836 135,906

経常利益又は経常損失（△） △173,819 1,108,594

特別利益   

貸倒引当金戻入額 148 －

固定資産売却益 6 168

特別利益合計 155 168

特別損失   

固定資産処分損 403 881

投資有価証券評価損 35,934 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 55,400

特別損失合計 36,337 56,281

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（△）

△210,001 1,052,481

法人税、住民税及び事業税 26,741 505,813

法人税等調整額 △109,362 △195,718

法人税等合計 △82,620 310,094

少数株主損益調整前四半期純利益 － 742,386

四半期純利益又は四半期純損失（△） △127,380 742,386



（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７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３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（△）

△210,001 1,052,481

減価償却費 265,323 212,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） △148 9,194

賞与引当金の増減額（△は減少） 107,997 171,231

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 27,553

製品保証引当金の増減額（△は減少） △13,531 7,705

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,458 1,407

受取利息及び受取配当金 △3,907 △11,936

支払利息 9,992 19,293

為替差損益（△は益） 11,447 52,097

社債償還益 △55,250 －

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △168

有形固定資産処分損益（△は益） 403 881

長期未収入金の増減額（△は増加） 73,334 73,334

投資有価証券評価損益（△は益） 35,934 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 55,400

売上債権の増減額（△は増加） 1,249,632 837,924

たな卸資産の増減額（△は増加） 639,026 △903,900

未収入金の増減額（△は増加） 61,107 △334,588

仕入債務の増減額（△は減少） △884 △156,736

前受金の増減額（△は減少） △110,584 390,731

その他 △204,092 △134,078

小計 1,859,248 1,369,903

利息及び配当金の受取額 4,555 11,936

利息の支払額 △9,759 △18,182

法人税等の支払額 △14,250 △101,762

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,839,792 1,261,894

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △15,443 △31,479

有形固定資産の売却による収入 1,141 3,840

その他 △13,216 △4,775

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,517 △32,414

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 －

長期借入れによる収入 － 4,944,000

長期借入金の返済による支出 － △176,500

社債の償還による支出 △944,750 △4,000,000

自己株式の取得による支出 － △58

配当金の支払額 △168,946 △168,946

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,613,696 598,495

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,174 1,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 193,403 1,829,239

現金及び現金同等物の期首残高 1,533,694 1,665,135

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,727,098 3,494,374



該当事項はありません。   

  

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）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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