
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年5月12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
定時株主総会開催予定日 平成23年6月28日 配当支払開始予定日 平成23年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成23年6月28日

決算補足説明資料作成の有無 ： 有

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月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）１．当社は、前連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の対前期増減率については記載しておりません。 
   ２．当社は、前連結会計年度中に第三者割当増資を実施しているため、前連結会計年度の自己資本当期純利益率及び総資産経常利益率については 
     記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 30,727 51.8 3,163 232.3 2,824 324.6 1,576 193.4
22年3月期 20,236 ― 952 ― 665 ― 537 ―

（注）包括利益 23年3月期 1,550百万円 （182.4％） 22年3月期 549百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 13,140.45 ― 18.2 7.4 10.3
22年3月期 5,357.41 ― ― ― 4.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 40,359 9,428 23.4 78,570.19
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  9,428百万円 22年3月期  7,878百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 15,126 △792 △6,347 15,824
22年3月期 6,016 △590 841 7,858

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
23年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 120 7.6 1.4

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 10.3

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 15,000 56.9 3,800 576.2 3,600 818.4 2,100 876.7 17,500.00
通期 28,000 △8.9 6,300 99.1 6,000 112.5 3,500 122.0 29,166.67



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は添付資料Ｐ.15「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 120,000 株 22年3月期 120,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 ― 株 22年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 120,000 株 22年3月期 100,329 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 30,400 51.8 2,891 274.3 2,613 422.8 1,440 238.7
22年3月期 20,028 75.2 772 ― 499 ― 425 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 12,001.14 ―

22年3月期 4,237.45 ―

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 39,989 9,194 23.0 76,619.07
22年3月期 36,135 7,754 21.5 64,617.94

（参考） 自己資本 23年3月期  9,194百万円 22年3月期  7,754百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
  この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続を実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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。 
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(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の概況 

 当連結会計年度における経済状況は、中国等を中心とした新興国の多くが、高い成長を続ける一方で、日本及

び欧米等の先進諸国は、失業率が高止りを続けるものの、緩やかな回復基調を維持しました。 

 当社グループが事業を行なう半導体業界においては、スマートフォンやタブレットPC向け半導体、パワー半導

体市場の拡大が続き、当社グループの顧客においても、半導体製造関連装置向け設備投資に積極的な姿勢がみら

れました。 

 このような状況のもとで、当社グループは、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、当連結会計年度における連結受注高は32,680,848千円(前年同期比2.4％増)、連結受注残高は

18,150,107千円(前年同期比14.5％増)、連結売上高は30,727,729千円(前年同期比51.8％増)となりました。 

 また、損益面につきましては、旧機種在庫の一掃に伴う棚卸資産評価損が発生した一方で、経営全般における

効率化・合理化を推進し継続的なコスト削減に努めた結果、連結当期純利益は1,576,854千円(前年同期比

193.4％増)となりました。 

 なお、当連結会計年度（平成23年3月）に発生した東日本大震災による当社グループへの影響は、軽微な損失

にとどまっております。 

 ②次期の見通し  

 今後の国内外の経済環境につきましては、東日本大震災の影響、石油価格の上昇等の不透明さがあるものの、

経済は総じて回復基調を維持するとみられます。 

 半導体業界につきましては、一部の 終製品市場の減速傾向や震災による生産活動への影響が懸念されるもの

の、概ね堅調に推移すると想定されています。 

 当社グループといたしましては、震災による電力供給の制約やサプライチェーンにおける障害に関するリスク

分析、対策を講じることで、生産活動への影響を極小化することに努めるとともに、市場動向への迅速な対応、

販売機会の 大化に努めてまいります。 

 なお、次期(平成24年3月期)の業績見通しにつきましては、連結売上高28,000百万円(前年同期比8.9%減)、連

結営業利益6,300百万円（前年同期比99.1%増）、連結経常利益6,000百万円（前年同期比112.5%増）、連結当期

純利益3,500百万円（前年同期比122.0%増）と予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産の残高は、前連結会計年度末から3,907,194千円増加し、40,359,262千円と

なりました。 

  流動資産につきましては、前連結会計年度末から4,134,916千円増加し、32,949,078千円となりました。主な

内容は、現金及び預金の増加8,032,558千円、受取手形及び売掛金の増加1,518,199千円等に対し、商品及び製品

の減少6,409,034千円等が相殺されたことによるものであります。  

 固定資産につきましては、前連結会計年度末から227,722千円減少し、7,410,183千円となりました。内容は、

有形固定資産の減少101,434千円、投資その他の資産の減少186,757千円に対し、無形固定資産の増加60,469千円

が相殺されたことによるものであります。 

  流動負債につきましては、前連結会計年度末から663,167千円増加し、24,263,357千円となりました。主な内

容は、支払手形及び買掛金の増加3,355,747千円、未払法人税等の増加2,135,919千円、前受金の増加2,346,171

千円、一年以内返済予定の長期借入金の増加1,500,000千円等に対し、短期借入金の減少8,500,000千円等が相殺

されたことよるものです。 

  固定負債につきましては、前連結会計年度末から1,693,657千円増加し、6,667,482千円となりました。主な内

容は、長期借入金の増加1,100,000千円、資産除去債務の計上247,012千円、リース債務の増加281,699千円等に

よるものであります。 

  純資産につきましては、当期純利益1,576,854千円を計上したことにより、前連結会計年度末から1,550,370千

円増加し、9,428,422千円となりました。 

１．経営成績
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②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ、

7,966,262千円増加し、15,824,334千円となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの

状況等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） 

 当連結会計年度の営業活動の結果取得した資金は、15,126,408千円となりました。これは主に、たな卸資産

の減少6,749,913千円、仕入債務の増加3,184,360千円、税金等調整前当期純利益2,697,678千円等の資金取得

に対し、売上債権の増加1,510,994千円等が相殺されたことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は、792,324千円となりました。これは主に、長期前払費用

の取得による支出400,000千円、有形固定資産の取得による支出298,971百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は、6,347,934千円となりました。 

これは主に、長期借入金の借入3,000,000千円に対し、短期借入金の減少8,500,000千円、リース債務の返済に

よる支出447,934千円等が相殺されたことによるものです。 

 （参考）連結キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

(注)１．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。 

  ２．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する適正な利益還元を経営の重要な課題と認識しており、財務体質の改善及び収益力の向上を

図りながら長期的かつ安定的な配当及び利益還元を実施することを基本方針としております。 

 当連結会計年度の期末配当につきましては、１株あたり1,000円を予定しております。 

 また、次期連結会計年度の期末配当予想につきましては、１株あたり3,000円を予定しております。 

  平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％）  21.6  23.4

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率

（％） 

 317.3  88.6

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ

（倍） 

 18.4  52.5
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(4）事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及びその他投

資者の正確な判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しています。当社は、これらの

リスクを認識したうえで、その発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針です。なお、以下に記載す

る事項は本書提出日（平成23年５月12日）現在において当社グループで想定される範囲で記載したものです。 

  

①半導体市場の変動に関するリスクについて 

  当社グループが販売する、電子ビームマスク描画装置、マスク検査装置、エピタキシャル成長装置は、技術革

新が激しい半導体業界の先端技術を実現する製造装置であり、製品自体の技術革新も日進月歩であります。半導

体市場は、技術変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小す

ることがあり、半導体メーカー、半導体フォトマスクメーカー及びウェハメーカーは市場環境の変化に応じて設

備投資を増加又は減少させる傾向があります。当社グループは、このような事業環境に対応するため、受注生産

の徹底による在庫の適正化、生産性の向上や業務の効率化・合理化を行い、体質の強化に取り組んでおります。

しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注又は売上げの遅延、取り消し、減額、在庫の増加

等が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ②電子ビームマスク描画装置に関するリスクについて 

  当社グループの主力製品である電子ビームマスク描画装置は、先端開発を行なう半導体メーカー及び半導体マ

スクメーカーを中心に拡販を続け、事業を拡大してまいりました。 

  先端半導体のプロセス開発や生産には、多額の投資資金を要するため、これらを自社で行なう先端メーカー

は、業界の中でも限られております。市場環境の変化により、これらの先端開発・生産を行うメーカーが減少す

る等した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③マスク検査装置に関するリスクについて 

  当社は、平成19年３月期よりマスク検査装置事業に参入し、既に製造、販売実績がありますが、当連結会計年

度における売上高は、4,687,866千円（構成比15.3%）となっております。 

  マスク検査装置には、先行する有力な競合メーカーがおり、本格的な装置の拡販のためには、当社グループ製

品の市場認知度の向上等に注力する必要がありますが、市場浸透にさらに長時間を要した場合、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ④エピタキシャル成長装置について 

  当社は、平成22年３月期より、エピタキシャル成長装置の新製品の販売を開始しております。 

  しかしながら、本格的な装置の拡販のためには、当社グループ製品の市場認知度の向上に注力するとともに、

半導体メーカーからウェハメーカーへの市場浸透を進める必要があると考えておりますが、認知度の向上と市場

浸透に時間を要する場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤研究開発に関するリスクについて 

  当社の製品に求められる技術は、高度且つ多岐にわたっています。そのため、当社グループは、収益の変動に

かかわらず継続的に一定水準の研究開発投資を行っております。 

  しかしながら、当社グループの研究開発成果が市場に受け入れられない場合や、タイムリーに行なえない場

合、あるいは競合他社との開発競争の激化や、代替技術の市場浸透が起こった場合、販売激化や収益性の低下等

により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥知的財産権に関するリスクについて 

  当社グループは、製品差別化と技術優位性の維持のために行なっている研究開発活動に伴って、多くの知的財

産権を取得し、これを保有しております。当社グループは、これら知的財産権の維持及び保護について 善の努

力をしておりますが、当社グループの知的財産権を他社が無断使用すること等により提訴に至った場合、多額の

訴訟費用が発生する可能性があります。 

  また一方で、当社グループは、第三者の知的財産権を侵害しないように十分な配慮のもと製品開発を行なって

おりますが、他社あるいは個人等により、その知的財産権を侵害したとして提訴される可能性があります。これ

らの事態が生じた場合、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

⑦為替変動に関するリスクについて 

  当社グループは、為替変動リスクを回避する観点から円建て決済取引を行なっており、通常の為替変動に伴う

当社グループ業績へ影響は軽微であります。しかしながら、為替市場が大きく変動する等した場合、販売先から

市場変動に見合った販売価格の調整を要請される可能性があり、販売価格の調整により装置の利益率が低下する

等した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑧地震等によるリスクについて 

  当社グループの主要生産設備は、静岡県沼津市及び神奈川県横浜市に所在しており、予想される東海地震等に

備えた被害 小化と早期復旧のための対策を継続的に見直しておりますが、想定を超える規模の地震発生や二次

的災害の発生により、当社グループの生産活動等に支障が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

  また、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響による電力供給不足、部品調達問題等のため、今後の生産

活動に支障が生じる可能性があります。 

⑨その他のリスクについて 

  当社グループが事業を遂行する過程では、前述に挙げたリスクに加え、同業他社及び他業種企業と同様に、世

界各国及び地域における経済情勢、自然災害、戦争、テロ、感染症、金融・資本市場、法令及び政府による規

制、部品等の供給体制、原材料市況、標準規格化競争、製品の欠陥、情報セキュリティ等の影響を個々或いは複

合的に受けた場合に、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社グループは、電子線を用いてＬＳＩの原版となるフォトマスクを描画する電子ビームマスク描画装置を主力

とした半導体製造装置の開発設計、製造、販売、保守サービスを行なっております。当社グループは当社及び子会

社１社により構成されており、企業集団の状況について図示すると以下のとおりであります。 

    

 （事業系統図） 

   

２．企業集団の状況

㈱ニューフレアテクノロジー（6256）　平成23年３月期決算短信

- 6 -



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、人間尊重を基本として、豊かな価値の創造により、産業の基盤づくりに寄与し、世界の人々の

生活・文化の向上に貢献することを経営理念としています。その下に当社グループが実際に事業活動を展開してい

くにあたって、法令を遵守し社会規範・企業倫理に従って行動するという観点から、経営理念を補完する企業の具

体的「行動基準」を定め、周知徹底を図っております。 

 また、地球環境保全、社会貢献、人権尊重などについて企業としての社会的責任を果たすと共に、ＣＳ（顧客満

足）を基盤として企業価値の 大化を図り、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会などの全てのステークホルダ

ーの期待に応えていきます。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、次期（平成24年３月期）の連結売上高28,000百万円、同経常利益6,000百万円（売上高経常利

益率21.4%）を目指し、中期的にはさらなる利益水準の向上を目指します。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、「NuFlare, Beyond The Leading Edge」（ 先端の半導体製造装置を通じて、半導体産業と人

類、社会の発展に貢献するとの意）を経営ビジョンとして掲げ、技術及び品質に優れた製品及びサービスの提供に

よる顧客満足度の向上、事業の持続的成長と高い収益力を備え、将来に向けた新たな成長を切り開くため、以下の

「会社の対処すべき課題」に取り組むことにより、企業価値の向上に努めてまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

①事業に関する取組みについて 

 ア）先端ユーザー密着型の技術開発ロードマップを推進し、装置の業界標準化を目指します。  

 イ）製品品質と生産性の向上により、顧客の投資戦略に沿った装置をタイムリーに提供できる体制を強化し、製

造プロフェッショナル集団を目指します。 

 ウ）市場の変化に柔軟に対応すべく、戦略的な営業活動を目指します。 

 エ）ユーザーのVOC（Voice of Customers:顧客の声）を機軸に、新規市場の開拓も視野に入れたマーケティング

活動の推進を目指します。 

 オ）当社グループは、調達・製造・技術・営業・サービス・管理等の各部門が全社一体となって、これらの課題

に取り組み、総合的な顧客満足度の向上、企業価値の向上を目指します。  

②財務に関する取組みについて 

   受注生産の徹底による在庫水準の適正化、前受金の受領促進による手元現金の充実等を継続するとともに、さ

らなる収益性の向上に取り組むことで、急激な市場変化や、継続的な研究開発に対応できる強固な財務基盤の構

築を目指します。 

③人材の獲得及び育成・経営体制の強化に関する取組みについて 

 ア）中長期的な成長の観点から、人材の獲得及び育成を推進し、製品開発力の維持と強化、経営品質の向上を目

指します。 

 イ）新基幹システムの導入により、経営管理の強化及び業務の効率化を目指します。 

 ④生命・安全とコンプライアンスに関する取組みについて 

   当社グループは、生命・安全とコンプライアンス（法令、社会規範、倫理の遵守）を 優先することを基本に

事業を行なっています。また、安全で環境に調和した製品の継続的な開発と市場への提供を通し、人々の健康と

安心、地球資源と環境保護への貢献を目指します。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,936,971 15,969,529

受取手形及び売掛金 8,804,532 10,322,731

商品及び製品 6,573,499 164,465

仕掛品 5,090,114 5,096,526

繰延税金資産 － 1,116,413

その他 409,045 279,411

流動資産合計 28,814,162 32,949,078

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,570,512 4,753,166

減価償却累計額 △1,822,255 △2,158,021

建物及び構築物（純額） 2,748,257 2,595,144

機械装置及び運搬具 6,858,361 8,089,817

減価償却累計額 △3,554,398 △4,721,171

機械装置及び運搬具（純額） 3,303,962 3,368,645

その他 330,058 375,168

減価償却累計額 △219,932 △278,045

その他（純額） 110,126 97,123

有形固定資産合計 6,162,346 6,060,912

無形固定資産   

ソフトウエア 611,027 541,444

その他 58,116 188,169

無形固定資産合計 669,144 729,613

投資その他の資産   

長期前払費用 761,591 560,000

繰延税金資産 － 16,009

その他 44,823 43,647

投資その他の資産合計 806,414 619,657

固定資産合計 7,637,905 7,410,183

資産合計 36,452,068 40,359,262
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,493,261 7,849,008

短期借入金 14,500,000 6,000,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 1,900,000

リース債務 420,092 348,952

未払金 574,387 541,318

未払費用 768,604 1,291,055

未払法人税等 88,157 2,224,076

未払消費税等 173,026 －

繰延税金負債 1,466 181

前受金 1,435,322 3,781,493

製品保証引当金 123,802 292,873

預り金 619,996 33,249

その他 2,073 1,147

流動負債合計 23,600,190 24,263,357

固定負債   

長期借入金 3,400,000 4,500,000

リース債務 371,759 653,458

繰延税金負債 8,501 22,329

退職給付引当金 1,177,079 1,228,265

役員退職慰労引当金 14,411 15,379

資産除去債務 － 247,012

その他 2,073 1,036

固定負債合計 4,973,825 6,667,482

負債合計 28,574,016 30,930,839

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 △605,482 971,371

株主資本合計 7,866,517 9,443,371

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 11,535 △14,948

その他の包括利益累計額合計 11,535 △14,948

純資産合計 7,878,052 9,428,422

負債純資産合計 36,452,068 40,359,262
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 20,236,286 30,727,729

売上原価 12,843,910 20,115,817

売上総利益 7,392,376 10,611,912

販売費及び一般管理費 6,440,268 7,448,062

営業利益 952,107 3,163,849

営業外収益   

受取利息 1,620 6,526

為替差益 72,198 －

受取手数料 － 5,316

受取賃貸料 41,426 13,216

助成金収入 26,277 1,138

その他 14,798 1,439

営業外収益合計 156,321 27,636

営業外費用   

支払利息 327,066 288,207

為替差損 － 27,187

退職給付会計基準変更時差異の処理額 40,152 40,152

その他 76,164 11,912

営業外費用合計 443,383 367,459

経常利益 665,045 2,824,026

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除却損 16,624 13,721

賃貸借契約解約損 50,000 －

災害による損失 － 10,792

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 66,624 126,347

税金等調整前当期純利益 598,421 2,697,678

法人税、住民税及び事業税 50,950 2,239,237

法人税等調整額 9,967 △1,118,412

法人税等合計 60,918 1,120,824

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,576,854

当期純利益 537,503 1,576,854
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,576,854

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 － △26,483

その他の包括利益合計 － △26,483

包括利益 － 1,550,370

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,550,370

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,523,000 6,486,000

当期変動額   

新株の発行 963,000 －

当期変動額合計 963,000 －

当期末残高 6,486,000 6,486,000

資本剰余金   

前期末残高 1,023,000 1,986,000

当期変動額   

新株の発行 963,000 －

当期変動額合計 963,000 －

当期末残高 1,986,000 1,986,000

利益剰余金   

前期末残高 △1,142,986 △605,482

当期変動額   

当期純利益 537,503 1,576,854

当期変動額合計 537,503 1,576,854

当期末残高 △605,482 971,371

株主資本合計   

前期末残高 5,403,013 7,866,517

当期変動額   

新株の発行 1,926,000 －

当期純利益 537,503 1,576,854

当期変動額合計 2,463,503 1,576,854

当期末残高 7,866,517 9,443,371

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定   

前期末残高 － 11,535

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,535 △26,483

当期変動額合計 11,535 △26,483

当期末残高 11,535 △14,948

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 － 11,535

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,535 △26,483

当期変動額合計 11,535 △26,483

当期末残高 11,535 △14,948
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 5,403,013 7,878,052

当期変動額   

新株の発行 1,926,000 －

当期純利益 537,503 1,576,854

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,535 △26,483

当期変動額合計 2,475,038 1,550,371

当期末残高 7,878,052 9,428,422
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４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   

税金等調整前当期純利益 598,421 2,697,678

減価償却費 1,410,793 1,761,143

長期前払費用償却額 230,000 197,500

有形固定資産除却損 16,624 13,721

手形売却損 10,745 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） 76,921 169,070

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,149 968

退職給付引当金の増減額（△は減少） 155,026 53,220

受取利息及び受取配当金 △1,620 △6,526

支払利息 327,066 288,207

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） △4,560,116 △1,510,994

前受金の増減額（△は減少） 652,386 2,346,170

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,077,312 6,749,913

仕入債務の増減額（△は減少） 242,556 3,184,360

未払消費税等の増減額（△は減少） 545,921 △330,505

未収入金の増減額（△は増加） 505,857 －

その他 294,912 △215,186

小計 6,583,957 15,500,577

利息及び配当金の受取額 1,620 6,526

利息の支払額 △339,875 △283,832

法人税等の支払額 △229,153 △96,862

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,016,548 15,126,408

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 △76,200 △152,698

定期預金の払戻による収入 － 75,300

有形固定資産の取得による支出 △112,162 △298,971

無形固定資産の取得による支出 △890 △16,816

長期前払費用の取得による支出 △400,000 △400,000

その他 △814 862

投資活動によるキャッシュ・フロー △590,066 △792,324

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 △8,500,000

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 △100,000 △400,000

株式の発行による収入 1,910,685 －

セール・アンド・リースバック取引による収入 87,336 －

リース債務の返済による支出 △556,613 △447,934

財務活動によるキャッシュ・フロー 841,408 △6,347,934

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,350 △19,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,276,240 7,966,262

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期末残高 7,858,071 15,824,334
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   該当事項はありません。  

  

  

   会計方針の変更 

  （資産除去債務に関する会計基準） 

   当連結会計年度より、「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。 

   これにより当連結会計年度の営業利益及び経常利益はそれぞれ9,205千円減少し、税金等調整前当期純利益は、 

  111,039千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、241,449千円であります。  

  

 （７）表示方法の変更 

  （連結損益計算書関係） 

    当連結会計年度より、「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 

   づき「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

    前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取手数料」は、当連結会計年度 

   において営業外収益の100分の10を超えたため区分掲記いたしました。 

    なお、前連結会計年度末の「受取手数料」は6,017千円であります。 

  

 （８）追加情報 

    当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適 

   用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度 

   の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 

  

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１. 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  親会社株主に係る包括利益         549,038千円 

  少数株主に係る包括利益           －       

       計               549,038 

  

２. 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  為替換算調整勘定             11,535千円      

       計               11,535 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（９）連結財務諸表に関する注記事項

 （連結包括利益計算書関係）
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           前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

              

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額が、全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額

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。  

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、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。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 当社グループは、半導体製造装置及び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） 

   当連結会計年度より、「セグメント情報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。 

      

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  910,231  223,388  10,721,912  11,855,532

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  20,236,286

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 4.5  1.1  53.0  58.6

ｄ．セグメント情報
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

      該当事項はありません。 

  

   リース取引関係、金融商品関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、税効果会計関係、資産除去債務関係、

  関連当事者情報、賃貸等不動産に関する注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと 

  考えられるため開示を省略しております。 

   また、有価証券関係、ストック・オプション等関係、企業結合等につきましては、該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額   円 65,650.43

１株当たり当期純利益金額 円 5,357.41

１株当たり純資産額   円 78,570.19

１株当たり当期純利益金額 円 13,140.45

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。  

  
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  537,503  1,576,854

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  537,503  1,576,854

期中平均株式数（株）  100,329  120,000

  
前連結会計年度

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  7,878,052  9,428,422

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  7,878,052  9,428,422

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
 120,000  120,000

（重要な後発事象）

（開示の省略等）
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(1）役員の異動（平成23年６月28日付の予定） 

 ①新任取締役候補 

  

 ②新任監査役候補 

  

 ③補欠監査役候補 

 ④退任予定取締役 

 ⑤退任予定監査役 

（注）１．新任監査役候補の高須信賢氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役としての候補であります。 

  

５．その他

   取 締 役 
たちかわ ゆういち 

立川 雄一 
（現、当社品質保証部長） 

   取 締 役 
はっとり きよし 

服部 清司 
（現、当社描画装置技術部長） 

   取 締 役 
いけなが おさむ 

池永  修 

（現、株式会社東芝デバイスプロセス技術推進センターリソグラフィプロセス技

術開発部（第四担当）グループ長） 

   監 査 役 

   （常 勤） 

たかす のぶよし 

高須 信賢 
（現、岩手東芝エレクトロニクス株式会社代表取締役社長） 

   補欠監査役 
かねはら たかあき 

金原 宜昭 
（現、株式会社東芝セミコンダクター社関連事業管理部長）  

      

 代表取締役社長 
みうら やすあき 

三浦 康明 
（当社顧問に就任予定） 

    取 締 役 
うすだ きんや 

臼田 欣也 
（当社嘱託に就任予定） 

      

   常勤監査役 
のぐち ひでお  
野口 英夫 

（当社嘱託に就任予定） 
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(2）生産、受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（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受注実績 

  当連結会計年度の受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

  （注）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 

  当連結会計年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

   （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

以 上

  

事業部門別 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％） 

 電子ビームマスク描画装置（千円）  18,863,653  154.1

 マスク検査装置（千円）  759,754  17.4

 エピタキシャル成長装置（千円）  1,149,670  282.3

 合計（千円）  20,773,078  122.0

事業部門別 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％） 

 電子ビームマスク描画装置（千円）  29,097,784  108.3

 マスク検査装置（千円）  1,554,923  34.7

 エピタキシャル成長装置（千円）  2,028,141  360.1

 合計（千円）  32,680,848  102.4

事業部門別 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％） 

 電子ビームマスク描画装置（千円）  24,179,572  132.1

 マスク検査装置（千円）  4,687,866  382.9

 エピタキシャル成長装置（千円）  1,860,290  261.8

 合計（千円）  30,727,729  151.8
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