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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 1,485 △39.8 △78 ― △64 ― △83 ―

23年3月期第1四半期 2,467 ― 358 ― 457 ― 453 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △124百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 356百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △14.81 ―

23年3月期第1四半期 80.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 12,146 10,819 89.1
23年3月期 12,395 11,170 90.1

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  10,818百万円 23年3月期  11,169百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 40.00 40.00

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） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 3,400 △26.9 140 △80.8 170 △79.8 160 △80.4 28.32
通期 7,500 △7.1 500 △41.7 550 △47.2 480 △47.6 84.97



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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を実施しています。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 5,778,695 株 23年3月期 5,778,695 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 129,970 株 23年3月期 129,635 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,649,045 株 23年3月期1Q 5,649,086 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、中国、インド、ブラジルなどの新興国においては、景気過熱感

が高まったものの、引き続き高い経済成長を維持しました。一方、先進国においては、米国では雇用回復の遅れや

住宅市場の低迷を受け、欧州では債務危機の再燃が足枷となり、景気回復は総じて緩やかなものとなりました。 

 

 半導体業界におきましては、世界的なパソコン販売の低迷懸念に加え、スマートフォンやタブレット端末などモ

バイル機器の一部にも減速感が見え始めたことから、半導体市況は弱含みで推移しました。設備投資につきまして

も、シリコンウェハーの供給不足やサプライチェーンの混乱により投資計画が先送りされたこと、また、市況軟化

の影響を受けた増産設備の抑制などにより、先行き不透明感が高まりました。  

 

 このような状況の中で、中国、マレーシア、台湾などアジアの主要市場において、前期より投入した新型の高低

温ハンドラ、ＭＡＰハンドラおよび高速ハンドラの拡販を図るとともに、ＴＡＢハンドラやディスクリートテスタ

など各種検査装置の受注増強に注力しましたが、設備投資が低調に推移したことから、受注高、売上高とも前年同

期に比べ減少しました。  

 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、受注高16億99百万円（前年同期比8.8％減）、売上高14億85

百万円（同39.8％減）となりました。製品別売上高はハンドラ8億96百万円（同52.9％減）、テスタ2億80百万円

（同19.1％増）、パーツ等3億8百万円（同6.3％減）となりました。  

 

 損益面は、売上高の伸び悩みと円高の長期化や価格競争の激化よる採算性の悪化により、営業損失は78百万円

（前年同期は営業利益3億58百万円）、経常損失は64百万円（同経常利益4億57百万円）、四半期純損失は83百万円

（同四半期純利益4億53百万円）となりました。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権およびたな卸資産が増加する一方で、現金及び預金が

減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ2億49百万円減少し、121億46百万円となりました。  

 

 負債は、賞与引当金が減少する一方で、買掛金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1億円増加

し、13億26百万円となりました。  

 

 純資産は、四半期純損失の計上、配当金の支払に伴う利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ3

億50百万円減少し、108億19百万円となりました。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月10日に発表しました平成24年３月期の業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,372 2,168

受取手形及び売掛金 2,089 2,184

有価証券 744 740

製品 219 290

仕掛品 1,252 1,167

原材料 489 601

未収消費税等 159 38

未収還付法人税等 6 8

その他 149 55

貸倒引当金 △32 △33

流動資産合計 7,452 7,223

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,612 2,611

減価償却累計額 △1,918 △1,931

建物及び構築物（純額） 693 679

機械装置及び運搬具 299 299

減価償却累計額 △279 △280

機械装置及び運搬具（純額） 20 18

工具、器具及び備品 886 886

減価償却累計額 △819 △820

工具、器具及び備品（純額） 67 66

土地 1,897 1,896

有形固定資産合計 2,678 2,661

無形固定資産   

のれん 112 99

その他 63 56

無形固定資産合計 175 156

投資その他の資産   

投資有価証券 1,921 1,936

保険積立金 134 134

その他 39 41

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,088 2,105

固定資産合計 4,943 4,922

資産合計 12,395 12,146



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 344 471

リース債務 1 1

未払金 89 84

未払費用 145 170

未払法人税等 43 24

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 211 109

製品保証引当金 33 18

その他 33 133

流動負債合計 902 1,012

固定負債   

リース債務 2 1

繰延税金負債 11 11

退職給付引当金 273 276

長期未払金 11 11

負ののれん 24 12

固定負債合計 323 313

負債合計 1,225 1,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,521 2,521

資本剰余金 3,370 3,370

利益剰余金 5,825 5,515

自己株式 △201 △202

株主資本合計 11,515 11,205

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △25 △62

為替換算調整勘定 △321 △325

その他の包括利益累計額合計 △346 △387

少数株主持分 0 1

純資産合計 11,170 10,819

負債純資産合計 12,395 12,146



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,467 1,485

売上原価 1,628 1,177

売上総利益 839 307

販売費及び一般管理費   

販売手数料 111 19

荷造運搬費 15 18

役員報酬 24 33

給料手当及び賞与 88 90

法定福利費 9 19

賞与引当金繰入額 25 27

減価償却費 4 4

研究開発費 90 68

貸倒引当金繰入額 0 0

のれん償却額 12 12

その他 98 91

販売費及び一般管理費合計 480 386

営業利益又は営業損失（△） 358 △78

営業外収益   

受取利息 10 12

受取配当金 7 7

投資有価証券売却益 － 0

為替差益 31 －

負ののれん償却額 12 12

助成金収入 38 －

その他 0 0

営業外収益合計 99 32

営業外費用   

支払利息 0 －

為替差損 － 18

保険解約損 1 －

その他 0 0

営業外費用合計 1 18

経常利益又は経常損失（△） 457 △64

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

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（△）

462 △64



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

法人税、住民税及び事業税 9 19

法人税等調整額 △0 △0

法人税等合計 9 19

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（△）

453 △83

少数株主利益 0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 453 △83



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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（△）

453 △83

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △78 △36

為替換算調整勘定 △18 △3

その他の包括利益合計 △96 △40

四半期包括利益 356 △124

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 356 △124

少数株主に係る四半期包括利益 0 0



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 受注及び販売の状況 

(1) 受注実績  
  

  （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) 受注残高 
  

 （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。 

(3) 販売実績 
  

 （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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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

  

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日)  

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  1,011  △6.4

テスタ  454  21.7

パーツ等  233  △43.1

合計  1,699  △8.8

  

  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成23年６月30日) 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  996  △16.4

テスタ  500  △14.7

パーツ等  83  △58.1

合計  1,581  △20.1

  

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
  至 平成23年６月30日)  

金額 
（百万円）  

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  896  △52.9

テスタ  280  19.1

パーツ等  308  △6.3

合計  1,485  △39.8
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