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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） 

 

(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 20,773 108.1 △792 ― △1,158 ― △1,222 ―
22年3月期 9,980 △4.1 △2,867 ― △2,715 ― △2,959 ―

（注）包括利益 23年3月期 △1,247百万円 （―％） 22年3月期 △2,475百万円 （―％）

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 △67.24 ― △3.4 △3.0 △3.8
22年3月期 △162.80 ― △7.8 △6.9 △28.7

（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 37,618 35,136 93.4 1,932.74
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  35,129百万円 22年3月期  36,465百万円

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 △5,293 3,355 △95 11,477
22年3月期 △439 230 △95 13,554

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 ― 5.00 5.00 91 ― 0.2
23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 91 ― 0.3
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 ―

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） 
平成24年3月期の連結業績予想については、現時点で合理的な通期の業績予想の算定が困難なため、第1四半期連結累計期間の業績予想のみ開示し
ています。第1四半期連結累計期間の業績予想については、添付資料2ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。第2四半期連結
累計期間および通期の連結業績予想については、予想の開示が可能となった時点で速やかに開示します。 



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 

詳細は、添付資料12ページ「３．連結財務諸表（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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 1,871,584 株 22年3月期 1,871,054 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 18,176,214 株 22年3月期 18,176,635 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 19,834 109.3 △1,304 ― △1,465 ― △1,447 ―
22年3月期 9,475 △4.1 △2,917 ― △2,720 ― △2,972 ―

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 △79.58 ―
22年3月期 △163.49 ―

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 35,324 33,039 93.5 1,817.74
22年3月期 36,641 34,541 94.3 1,900.32

（参考） 自己資本 23年3月期  33,039百万円 22年3月期  34,541百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査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 
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値と大き
く異なる可能性があります。 
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（1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当連結会計年度における世界経済は、先進国では景気回復に時間を要しているものの、中国やインドなどアジア新

興国では景気の拡大が続いており、全体として緩やかな回復が進みましたが、米国の住宅市場の長期的低迷と雇用

情勢の厳しさ、欧州諸国の財政問題、中東・アフリカ情勢の緊迫と原油価格高騰などへの懸念も広がり、先行きの

不安要素を抱える状態で推移しました。 

半導体業界においては、当連結会計年度の後半には、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

の先送りの動きが見られ、一時的な踊り場局面に入った時期があったものの、期を通じては、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増加したこ

とを背景に、半導体メーカー各社による設備投資も大きく拡大しました。 

このような状況のもと、当社グループは、市場の変化と多様な顧客ニーズに対応する新製品を相次いで投入するこ

とで、市場シェアの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、コスト構造の改革に取り組みました。この結果、売上は前連結会計年度と比較して大きく伸展しました

が、競合企業との競争激化に伴う市場価格の低迷に加えて、急速に進行した円高の影響が収益性改善の効果を上回

ったことから、利益面では厳しい状況が続きました。 

当社グループの業績は、売上高20,773百万円（前期比108.1％増）、営業損失792百万円（前期は2,867百万円の営業

損失）、経常損失1,158百万円（前期は2,715百万円の経常損失）、当期純損失1,222百万円（前期は2,959百万円の

当期純損失）となりました。 

② 次期の見通し 

半導体後工程装置への設備投資は回復基調にありますが、半導体の需要を左右する世界経済の先行きの不透明感が

高まっていることに加えて、現時点では、本年３月に発生した東日本大震災が半導体生産に及ぼす影響を見通すこ

とが難しい状態にあります。 

当社グループは、昨年市場投入した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、市場動向が不透明な現状では、通期の業績予

想を行うことは極めて困難な状況です。このため、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、第１四半期連結累計期間の業績のみ予測し、次のとおり開示します。 

平成24年３月期第１四半期（累計）連結業績予想（平成23年４月１日～平成23年６月30日） 

なお、為替の想定換算レートは、82円／米ドルです。 

第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、予想の開示が可能となった時点で速やかに開

示します。 

１．経営成績

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

第１四半期（累計） 4,700 △370 △390 △410 △22.56 

（ご参考） 

前期第１四半期実績 

（平成23年３月期 

第１四半期） 

4,827 △216 △340 △369 △20.28 
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（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より1,025百万円減少し、37,618百万円となりました。主な増加

は、受取手形及び売掛金3,052百万円、商品及び製品1,381百万円であり、主な減少は、現金及び預金4,915百万円、

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319百万円増加し、2,482百万円となりました。主な増加は、製品保証引当金190

百万円、退職給付引当金123百万円であり、主な減少は、買掛金126百万円です。 

純資産は、前連結会計年度末より1,344百万円減少し、35,136百万円となりました。主な増減は、当期純損失の計上

および配当金の支払いなどによる利益剰余金の減少1,313百万円です。 

この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末より73円45銭減少し、1,932円74銭となり、自己資本比率は、

前連結会計年度末の94.4％から93.4％となりました。 

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の期末残高は、前連結会計年度末より2,085百万円減少し、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、11,477百万円となりました。 

当連結会計年度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、5,293百万円の支出（前期は439百万円の支出）となりました。主な増加

は、減価償却費744百万円によるものであり、一方で主な減少は、税金等調整前当期純損失1,135百万円の計上、売

上債権の増加額3,049百万円およびたな卸資産の増加額1,581百万円によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,355百万円の収入（前期は230百万円の収入）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5,621百万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2,806百万円および有形固定資産の取得による支出364百万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、95百万円の支出（前期は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。 

 （参考）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 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／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）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）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すべての負債を対象としていま

す。 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％）  89.4  93.8  96.7  94.4  93.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 98.0  46.6  47.2  67.5  41.9

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
 －  －  －      －  －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 －  －  －  －  －
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（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、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付け、安定配当の継続を基本方針としながらも、業績を

反映した利益還元にも配慮していく考えです。 

内部留保につきましては、新技術の研究開発を中心に、経営環境の変化に対応するための投資などに活用すること

により、長期的な競争力の強化と収益の拡大を図ってまいります。 

当期の配当金につきましては、上記の方針に基づき、期末配当金を１株当たり５円とする予定です。なお、本件は

平成23年６月29日に開催予定の第53回定時株主総会に付議する予定です。 

なお、次期の配当金につきましては、当社グループを取り巻く事業環境が先行き不透明な状況にあり、通期の業績

予想を行うことが困難な状況ではありますが、１株当たり５円（中間配当金０円、期末配当金５円）の配当を予定

しています。 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、人が想像力を発揮し夢と希望を持てる社会、人が人の持つ可能性に挑戦できる環境の実現のため

に、ロボット技術を磨き、人間社会をより豊かにする 先端技術を提案することにより企業価値 大化を図り、すべ

てのステークホルダーへ満足と安心、そして幸せを提供することを経営の基本方針としています。 

（2）会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 

半導体市場は、新興国における電子機器需要の拡大、情報化社会の更なる進展に伴い、その需要は今後も拡大基調を

継続すると予想されていますが、現時点では、東日本大震災が半導体の生産に必要となる素材や部品の供給に及ぼす

影響が懸念され、今後の市場動向は不透明な状態にあります。 

当社グループにおいては、今回の震災による直接の被害は工場建屋の軽微な損傷のみでありましたが、当社製品に使

用する部品や半製品の供給については被災の影響があり、当社製品の安定供給を確保する体制の整備を推進していま

す。 

このような状況のもと、当社グループは、収益性の改善を 優先課題と位置付け、そのためには、真のグローバル企

業への進化を完成させることが必要であるとの認識のもと、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、以下の課題に取り組んでいます。 

① グローバル競争力を有するコスト構造への転換 

社長直轄組織である「グローバル調達推進室」を中心に、アジア新興国からの調達の拡大に取り組んできました

が、コスト構造改革を一層加速させるため、「海外生産プロジェクト」を立ち上げ、海外での自社製品の組み立て

を開始します。当社グループにおいて、海外組み立ては初の試みであり、当初は、生産委託によりタイでの組み立

てを行いますが、並行して、2013年を目処として、タイにおける当社自社工場の設立を検討します。 

② グローバル競争力を有する技術力の構築と市場シェアの拡大 

昨年度に市場投入した新製品であるワイドボンディングエリア対応ワイヤボンダUTC-3000WEの受注拡大に努めると

ともに、銅ワイヤボンディング技術の先鋭化により顧客のニーズに応えることで、当社の主力製品であるワイヤボ

ンダの市場シェアを拡大します。 

また、ダイボンダについても、需要の拡大が確実視されるLED市場向けの新製品であるLED用ダイボンダSPA-800LED

の市場浸透を図ることで、市場シェアを拡大します。 

さらに、半導体製造の技術革新に貢献するTSV用フリップチップボンダ、Cuピラー用フリップチップボンダの開発に

取り組み、市場開拓によりフリップチップボンダ事業を拡大します。 

③ 新規事業の立ち上げ 

当社グループが蓄積してきた豊富な技術・ノウハウを応用し、当社にない技術を有するベンチャー企業とのアライ

アンスなどによる新規事業の開発を推進します。ボンダ市場とは異なる市場への進出を目指します。 

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 16,903 11,988

受取手形及び売掛金 4,101 7,152

商品及び製品 2,083 3,464

仕掛品 1,123 1,262

原材料及び貯蔵品 446 605

繰延税金資産 14 27

その他 291 841

貸倒引当金 △18 △1

流動資産合計 24,943 25,338

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,676 11,685

減価償却累計額 △9,782 △10,008

建物及び構築物（純額） 1,894 1,677

機械装置及び運搬具 2,656 2,452

減価償却累計額 △2,241 △2,100

機械装置及び運搬具（純額） 414 351

土地 4,929 4,929

建設仮勘定 68 30

その他 1,697 1,700

減価償却累計額 △1,620 △1,611

その他（純額） 76 89

有形固定資産合計 7,382 7,076

無形固定資産   

その他 380 243

無形固定資産合計 380 243

投資その他の資産   

投資有価証券 4,232 3,288

長期貸付金 51 44

繰延税金資産 1,380 1,332

その他 278 298

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 5,937 4,960

固定資産合計 13,700 12,280

資産合計 38,643 37,618
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（単位：百万円）

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   

買掛金 1,326 1,200

未払法人税等 37 124

製品保証引当金 116 306

その他 268 315

流動負債合計 1,748 1,944

固定負債   

繰延税金負債 0 －

退職給付引当金 285 408

その他 130 130

固定負債合計 415 538

負債合計 2,163 2,482

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 22,030 20,717

自己株式 △3,148 △3,149

株主資本合計 36,149 34,835

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 630 666

為替換算調整勘定 △313 △371

その他の包括利益累計額合計 317 294

少数株主持分 14 6

純資産合計 36,480 35,136

負債純資産合計 38,643 37,618
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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：百万円）

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 9,980 20,773

売上原価 8,223 16,031

売上総利益 1,757 4,742

販売費及び一般管理費   

営業サービス費 404 608

従業員給料及び賞与 851 943

退職給付費用 55 84

試験研究費 1,420 1,500

製品保証引当金繰入額 116 306

その他 1,777 2,093

販売費及び一般管理費合計 4,624 5,534

営業損失（△） △2,867 △792

営業外収益   

受取利息 72 38

受取配当金 44 45

受取賃貸料 54 19

受取保険金 － 28

助成金収入 101 －

その他 34 32

営業外収益合計 305 162

営業外費用   

為替差損 92 516

賃貸収入原価 58 9

その他 4 3

営業外費用合計 153 528

経常損失（△） △2,715 △1,158

特別利益   

貸倒引当金戻入額 96 18

受取補償金 13 －

固定資産売却益 － 2

負ののれん発生益 － 5

特別利益合計 109 26

特別損失   

固定資産除却損 － 2

操業度低下損 249 －

特別損失合計 249 2

税金等調整前当期純損失（△） △2,855 △1,135

法人税、住民税及び事業税 25 97

法人税等調整額 78 △7

法人税等合計 103 89

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △1,224

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △2

当期純損失（△） △2,959 △1,222
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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損失（△） － △1,224

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 36

為替換算調整勘定 － △59

その他の包括利益合計 － △23

包括利益 － △1,247

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △1,244

少数株主に係る包括利益 － △3
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 8,360 8,360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,360 8,360

資本剰余金   

前期末残高 8,907 8,907

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,907 8,907

利益剰余金   

前期末残高 25,080 22,030

当期変動額   

剰余金の配当 △91 △91

当期純損失（△） △2,959 △1,222

連結範囲の変動 － △0

当期変動額合計 △3,050 △1,313

当期末残高 22,030 20,717

自己株式   

前期末残高 △3,147 △3,148

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △3,148 △3,149

株主資本合計   

前期末残高 39,199 36,149

当期変動額   

剰余金の配当 △91 △91

当期純損失（△） △2,959 △1,222

自己株式の取得 △1 △1

連結範囲の変動 － △0

当期変動額合計 △3,051 △1,314

当期末残高 36,149 34,835
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（単位：百万円）

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) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 221 630

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 408 36

当期変動額合計 408 36

当期末残高 630 666

為替換算調整勘定   

前期末残高 △387 △313

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 74 △58

当期変動額合計 74 △58

当期末残高 △313 △371

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △166 317

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 482 △22

当期変動額合計 482 △22

当期末残高 317 294

少数株主持分   

前期末残高 13 14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △8

当期変動額合計 2 △8

当期末残高 14 6

純資産合計   

前期末残高 39,046 36,480

当期変動額   

剰余金の配当 △91 △91

当期純損失（△） △2,959 △1,222

自己株式の取得 △1 △1

連結範囲の変動 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 484 △30

当期変動額合計 △2,567 △1,344

当期末残高 36,480 35,136
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △2,855 △1,135

減価償却費 777 744

負ののれん発生益 － △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △96 △18

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 124

その他の引当金の増減額（△は減少） △142 190

受取利息及び受取配当金 △116 △83

為替差損益（△は益） 13 26

有形固定資産除却損 － 2

無形固定資産除却損 － 0

有形固定資産売却損益（△は益） － △2

売上債権の増減額（△は増加） △1,808 △3,049

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,390 △1,581

仕入債務の増減額（△は減少） 927 △120

その他 78 △456

小計 △825 △5,364

利息及び配当金の受取額 120 84

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 266 △13

営業活動によるキャッシュ・フロー △439 △5,293

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 △5,429 △2,806

定期預金の払戻による収入 6,192 5,621

有形固定資産の取得による支出 △492 △364

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 △328 △18

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 △17 △11

貸付金の回収による収入 33 21

その他の支出 △20 △105

その他の収入 310 15

投資活動によるキャッシュ・フロー 230 3,355

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 △1

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 △95

現金及び現金同等物に係る換算差額 26 △53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △278 △2,085

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期末残高 13,554 11,477
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該当事項はありません。 

(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

前連結会計年度 
（平成21年４月１日から 

平成22年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成22年４月１日から 

平成23年３月31日まで） 

────── １．連結の範囲に関する事項の変更  

(1) 連結の範囲の変更 

前連結会計年度に設立した

Shinkawa Vietnam Co., Ltd.は、本格稼働を開始した

ため、当連結会計年度より連結の範囲に含めることと

しています。 

(2) 変更後の連結子会社の数 

10社 

────── ２．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）  

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

います。これに伴う損益に与える影響はありません。 

(7) 表示方法の変更

前連結会計年度 
（平成21年４月１日から 

平成22年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成22年４月１日から 

平成23年３月31日まで） 

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示していました「受取賃貸料」は、営業外収益の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度における「受取賃貸料」の金額

は８百万円です。 

（連結損益計算書） 

────── 

────── ２．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）を適用し、「少数株主損益調整

前当期純損失」の科目を新たに表示しています。 

(8) 追加情報

前連結会計年度 
（平成21年４月１日から 

平成22年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成22年４月１日から 

平成23年３月31日まで） 

────── 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

ています。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

額を記載しています。  

－ 12 －

㈱新川（6274）平成23年３月期決算短信



当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 

※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 

※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 

前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 

当社グループは、半導体製造装置の製造、販売及び販売済製品の保守サービスを事業として行っており、当該事業

以外に事業の種類がない単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報を作成していません。 

  

前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

(1) アジア………韓国、台湾、中国、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイ 

(2) アメリカ……米国 

  

前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

(1) アジア……………韓国、台湾、中国、フィリピン、シンガポールほか 

(2) その他の地域……ドイツほか 

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す。 

(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）

親会社株主に係る包括利益 百万円△2,477

少数株主に係る包括利益  2

計  △2,475

その他有価証券評価差額金 百万円408

為替換算調整勘定  74

計  483

（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

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
アメリカ 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高            

(1) 外部顧客に対する売上高  7,857  2,122  2  9,980     －  9,980

(2) セグメント間の内部売上高  1,802  284  46  2,133 (2,133) － 

計  9,659  2,406  48  12,114 (2,133)  9,980

営業費用  12,497  2,433  39  14,969 (2,121)  12,847

営業利益又は営業損失（△）  △2,837  △26  9  △2,855  △12  △2,867

Ⅱ 資産  36,833  2,674  182  39,688 (1,046)  38,643

ｃ．海外売上高

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  7,511  13  7,524

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  9,980

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 75.3  0.1  75.4
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当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 

当社グループの製品は、ワイヤボンダ、ダイボンダ、テープボンダ、フリップチップボンダ等のボンディング装

置であり、いずれも、半導体製造工程の中でもICチップを固定、配線するボンディングと呼ばれる工程に使用さ

れる産業用精密ロボットです。当社グループは、これらの製品の開発、製造、販売及び販売済製品の保守サービ

スについて、本社において、日本及び海外の包括的な戦略を立案し、単一業種の事業活動を展開しています。 

このため、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及

び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものはないことから、セグメント情報の記載を

省略しています。 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「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）を適用しています。 

当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位：百万円）

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

（単位：百万円）

（注） 売上高は、納入先を基礎とし、国又は地域に分類しています。 

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しています。 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める

ものがないため、記載を省略しています。 

ｄ．セグメント情報

ｅ．関連情報

  ワイヤボンダ ダイボンダ 
テープボンダ、 

フリップチップボンダ、
その他装置 

補修部品 合計 

外部顧客への 

売上高 
13,032 6,176 346 1,219 20,773 

日本 韓国 台湾 中国 東南アジア 
ヨーロッパ 

アメリカ 
合計 

 5,230  4,920  1,759  5,384  3,459  22  20,773
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（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（平成21年４月１日から 

平成22年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成22年４月１日から 

平成23年３月31日まで） 

１株当たり純資産額 円 2,006.19

１株当たり当期純損失金額 円 162.80

１株当たり純資産額 円 1,932.74

１株当たり当期純損失金額 円 67.24

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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載していません。 

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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載していません。 

  
前連結会計年度 

（平成21年４月１日から 
平成22年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成22年４月１日から 

平成23年３月31日まで） 

当期純損失（百万円）  2,959  1,222

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（百万円）  2,959  1,222

期中平均株式数（千株）  18,177  18,176

（重要な後発事象）

－ 15 －
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（1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

・退任予定取締役 

取締役会長 上原宏一（相談役 就任予定） 

取締役   島森至 （常勤監査役 就任予定） 

・新任監査役候補 

常勤監査役      島森至  （現 取締役） 

監査役（社外監査役） 安生一郎 （株式会社実装パートナーズ 代表取締役） 

監査役（社外監査役） 三矢麻理子（株式会社プロミネントコンサルティング 代表取締役 公認会計士） 

・退任予定監査役 

常勤監査役      渡辺正史 

監査役（社外監査役） 高橋秀昭  

監査役（社外監査役） 前田研二 

・執行役員の選任 

当社は、経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入します。執

行役員の選任、解任は取締役会が行います。選任を予定している執行役員は、次のとおりです。 

代表取締役社長  執行役員 西村浩 

代表取締役副社長 執行役員 飯田貞志 

専務取締役    執行役員 田辺哲也 

常務取締役    執行役員 長野高志 

取締役    執行役員 日野雅照 

取締役    執行役員 高橋邦行 

取締役    執行役員 角谷修 

取締役    執行役員 杉本憲二 

執行役員 藤野昇 

執行役員 青柳伸幸 

③ 就任予定日 

平成23年６月29日 

４．その他

－ 16 －
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（2） 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）  

  

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 第４四半期 通期

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 

平成23年１月 
～平成23年３月 

平成22年４月
～平成23年３月 

売上高（百万円）  4,827 7,075 4,466  4,405 20,773

売上総利益（百万円）  1,123 1,606 1,132  882 4,742

営業利益又は営業損失（△）

（百万円） 
 △216 190 △234  △539 △792

経常損失（△）（百万円）  △340 △20 △372  △432 △1,158

税金等調整前四半期（当期） 

純損失（△）（百万円） 
 △340 △10 △358  △427 △1,135

四半期（当期）純損失（△） 

（百万円） 
 △369 △46 △372  △436 △1,222

１株当たり四半期（当期）純

損失（△）（円） 
 △20.28 △2.53 △20.45  △23.97 △67.24

総資産（百万円）  38,735 39,011 38,332  37,618 37,618

純資産（百万円）  35,745 35,519 35,481  35,136 35,136

１株当たり純資産（円）  1,965.79 1,953.36 1,951.34  1,932.74 1,932.74

受注高（百万円）  9,272 3,083 2,974  4,688 20,017
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（3）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品目ごとに示すと、次のとおりです。 

（注）１．金額は販売価格によっています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

② 受注状況 

 当連結会計年度の受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりです。 

（注）１．金額は販売価格によっています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

③ 販売実績  

 当連結会計年度の販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

品目 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ワイヤボンダ  13,299  233.0

ダイボンダ  6,261  290.4

テープボンダ、フリップチップボン

ダ、その他装置 
 349  128.4

補修部品  1,164  57.7

合計  21,072  207.6

品目 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

ワイヤボンダ  13,013  165.7  2,216  99.1

ダイボンダ  5,388  147.4  934  54.2

テープボンダ、フリ

ップチップボンダ、

その他装置 

 576  481.6  252  1,153.9

補修部品  1,040  48.3  52  22.5

合計  20,017  145.3  3,454  82.0

品目 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ワイヤボンダ  13,032  231.0

ダイボンダ  6,176  315.4

テープボンダ、フリップチップボン

ダ、その他装置 
 346  95.8

補修部品  1,219  60.4

合計  20,773  208.1
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