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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 7,479 618.6 3,186 ― 3,132 ― 1,843 ―

23年3月期第1四半期 1,040 △51.9 △1,218 ― △1,303 ― △1,478 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,865百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △1,469百万円 （―％）

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 15,361.93 ―

23年3月期第1四半期 △12,323.33 ―

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 40,028 11,173 27.9
23年3月期 40,359 9,428 23.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  11,173百万円 23年3月期  9,428百万円

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 ― 1,000.00 1,000.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 3,000.00 3,000.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 15,000 56.9 5,200 825.3 5,100 ― 3,000 ― 25,000.00
通期 28,000 △8.9 8,000 152.9 7,700 172.7 4,500 185.5 37,500.00



(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 
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。 

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 120,000 株 23年3月期 120,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 120,000 株 23年3月期1Q 120,000 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経済状況は、中国等を中心とした新興国の多くが、内需を中心に緩やかな成

長を続ける一方で、日本及び欧米等の先進諸国においても、失業率が高止りを続けるものの、緩やかな回復がみら

れました。 

 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、先端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、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は7,479,166千円(前年同期比618.6％増)、営業利益

3,186,404千円(前年同期は1,218,805千円の損失)、経常利益3,132,336千円(前年同期は1,303,177千円の損失)、四

半期純利益1,843,431千円(前年同期は1,478,799千円の損失)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における資産は、40,028,304千円(前連結会計年度末比330,957千円減)となりまし

た。これは現金及び預金、仕掛品等が増加した一方で、受取手形及び売掛金、有形固定資産等が減少したことが主

な要因となっております。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、28,854,587千円(前連結会計年度末比2,076,252千円減)となりま

した。これは、１年以内返済予定の長期借入金、未払法人税等、未払金等が減少したことが主な要因となっており

ます。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、11,173,716千円(前連結会計年度末比1,745,294千円増)となり

ました。これは利益剰余金の増加が主な要因となっております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、電子ビームマスク描画装置のコスト削減及び経営全般における経費削減に努めた

結果、営業利益、経常利益及び四半期純利益が従来予想を上回る見通しであることから、第２四半期連結累計期間

及び通期の業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成23年７月26日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。  

  

  

（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
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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：千円）

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 15,969,529 18,702,953

受取手形及び売掛金 10,322,731 7,285,191

商品及び製品 164,465 120,396

仕掛品 5,096,526 5,384,288

繰延税金資産 1,116,413 1,272,518

その他 279,411 148,116

流動資産合計 32,949,078 32,913,465

固定資産   

有形固定資産 6,060,912 5,776,984

無形固定資産 729,613 685,962

投資その他の資産 619,657 651,891

固定資産合計 7,410,183 7,114,838

資産合計 40,359,262 40,028,304

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,849,008 7,820,919

短期借入金 6,000,000 6,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,900,000 300,000

未払法人税等 2,224,076 1,553,776

製品保証引当金 292,873 297,028

その他 5,997,399 6,257,911

流動負債合計 24,263,357 22,229,635

固定負債   

長期借入金 4,500,000 4,500,000

退職給付引当金 1,228,265 1,239,024

役員退職慰労引当金 15,379 －

資産除去債務 247,012 248,435

その他 676,825 637,492

固定負債合計 6,667,482 6,624,951

負債合計 30,930,839 28,854,587

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 971,371 2,694,803

株主資本合計 9,443,371 11,166,803

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △14,948 6,913

その他の包括利益累計額合計 △14,948 6,913

純資産合計 9,428,422 11,173,716

負債純資産合計 40,359,262 40,028,304
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（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：千円）

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 1,040,753 7,479,166

売上原価 633,932 2,476,898

売上総利益 406,821 5,002,267

販売費及び一般管理費 1,625,626 1,815,863

営業利益又は営業損失（△） △1,218,805 3,186,404

営業外収益   

受取利息 － 1,506

受取賃貸料 7,004 835

還付加算金 － 3,675

その他 2,056 1,004

営業外収益合計 9,060 7,021

営業外費用   

支払利息 75,802 46,908

為替差損 2,164 2,992

その他 15,465 11,189

営業外費用合計 93,432 61,090

経常利益又は経常損失（△） △1,303,177 3,132,336

特別損失   

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 101,834 －

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（△）

△1,405,012 3,132,336

法人税、住民税及び事業税 18,222 1,519,667

法人税等調整額 55,564 △230,763

法人税等合計 73,787 1,288,904

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（△）

△1,478,799 1,843,431

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,478,799 1,843,431
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（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：千円）

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 △1,478,799 1,843,431

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 9,649 21,862

その他の包括利益合計 9,649 21,862

四半期包括利益 △1,469,150 1,865,294

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,469,150 1,865,294
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  該当事項はありません。  

  

 当社グループは半導体製造装置、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。  

  

 該当事項はありません。  

  

（開示の省略） 

  四半期連結キャッシュ・フロー計算書、その他の注記事項、個別情報、補足情報等は第１四半期決算短信にお

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。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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