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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 4,101 △15.0 △585 ― △709 ― △706 ―
23年3月期第1四半期 4,827 318.9 △216 ― △340 ― △369 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △695百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △643百万円 （―％）

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 △38.85 ―
23年3月期第1四半期 △20.28 ―

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 37,519 34,343 91.5
23年3月期 37,618 35,136 93.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  34,343百万円 23年3月期  35,129百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
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） 
（％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  
連結業績予想の修正については、本日（平成23年8月8日）公表した「平成24年3月期第2四半期（累計）連結業績予想に関するお知らせ」をご参照ください。 
なお、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。 

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) 8,200 △31.1 △920 ― △1,190 ― △1,210 ― △66.57
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料2ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、諸制度等に関するリスクを含んでいます。実際の業績等は、様々な要因により、本資料における記述と大きく異なる
可能性があります。 
業績予想の背景、前提条件等については、添付資料2ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
四半期決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載する予定です。 

4.  その他

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 20,047,500 株 23年3月期 20,047,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,871,629 株 23年3月期 1,871,584 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 18,175,905 株 23年3月期1Q 18,176,363 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、ユーロ圏加盟国における政府債務問題の深刻化、米国の景気減

速、中国、インドにおけるインフレの加速と金融引き締めの強化、中東情勢の緊迫化など、多くの懸念材料を抱え

ながらも、全体としては緩やかな回復基調が継続しました。 

半導体業界においては、スマートフォンやタブレットPC関連のNANDフラッシュやモバイルDRAMの需要は堅調に推移

したものの、パソコンや液晶テレビなど消費者向け製品の需要が伸び悩んだことから、需給バランスが軟化して、

半導体価格の下落傾向が継続し、徐々に市場の拡大に減速感が出てきました。 

このような状況のもと、当社グループは、前連結会計年度に市場投入した製品の市場浸透を図ることで市場シェア

の拡大に努めるとともに、製品設計の見直しによる原価低減の積み上げなど、収益性改善の取り組みを続けていま

す。また、当第１四半期連結累計期間において、タイでの委託生産を開始し、為替レートの変動に対応できる体制

の拡充にも着手しています。これらの結果、ワイドボンディングエリア対応ワイヤボンダUTC-3000WEの受注は拡大

し、また、製品原価も着実に低下するなど、当第１四半期連結累計期間においても一定の成果が現れることはあっ

たものの、収益性の回復に向けた諸施策は未だ途上にあり、加えて、為替レートが継続して円高に推移しているこ

とにより、これまでの収益性改善の効果が相殺されていることから、厳しい状況が続いています。 

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高4,101百万円（前年同四半期比15.0％減）、営業損失585百万円（前年

同四半期は営業損失216百万円）、経常損失709百万円（前年同四半期は経常損失340百万円）、四半期純損失706百

万円（前年同四半期は四半期純損失369百万円）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の総資産は、前連結会計年度末より99百万円減少し、37,519百万円となりました。主

な増加は、受取手形及び売掛金383百万円、仕掛品737百万円であり、主な減少は、現金及び預金1,027百万円で

す。 

負債合計は、前連結会計年度末より694百万円増加し、3,176百万円となりました。主な増減は、買掛金の増加654

百万円です。 

純資産は、前連結会計年度末より793百万円減少し、34,343百万円となりました。主な増減は、四半期純損失の計

上および配当金の支払いによる利益剰余金の減少797百万円です。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の93.4％から91.5％となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

半導体組立装置への設備投資は、一部で抑制の動きが見られるなど、直近では減速感が強まっています。当社グル

ープでは、今後、徐々に設備投資は回復すると予想していますが、半導体の需要を左右する世界経済の先行きにつ

いて不確実要素が多いことから、その回復の時期や程度等を見通すことが難しい状態にあります。 

当社グループは、タイでの自社工場設立準備など、市場のアジアシフトに対応した事業活動のグローバル化、現地

化とともに、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

開発など、製品技術での差別化により、収益の改善、拡大を図っています。また、グローバル調達の拡大やタイで

の委託生産の拡大により、為替レート変動への対応力は向上しつつあります。これらの施策の実行速度を 大限に

高めることで、早期の黒字化の実現に向けて邁進していますが、収益性の高い企業体質への転換にはまだ相応の時

間が必要です。 

このような状況において、市場動向が不透明な現状では、通期の業績予想を合理的に算定することは困難であると

考えます。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２四半期連

結累計期間の業績のみ予測し、公表しました。詳細については、本日（平成23年８月８日）公表した「平成24年３

月期第２四半期（累計）連結業績予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、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。 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

なお、連結子会社の法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しています。 

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：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 11,988 10,962

受取手形及び売掛金 7,152 7,536

商品及び製品 3,464 3,448

仕掛品 1,262 1,999

原材料及び貯蔵品 605 670

その他 867 634

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 25,338 25,247

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,929 4,929

その他（純額） 2,148 2,100

有形固定資産合計 7,076 7,029

無形固定資産   

その他 243 253

無形固定資産合計 243 253

投資その他の資産   

投資有価証券 3,288 3,344

その他 1,674 1,648

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 4,960 4,990

固定資産合計 12,280 12,272

資産合計 37,618 37,519

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,200 1,854

未払法人税等 124 50

引当金 306 292

その他 315 487

流動負債合計 1,944 2,682

固定負債   

退職給付引当金 408 449

その他 130 45

固定負債合計 538 494

負債合計 2,482 3,176
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（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) 

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 20,717 19,920

自己株式 △3,149 △3,149

株主資本合計 34,835 34,038

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 666 681

為替換算調整勘定 △371 △375

その他の包括利益累計額合計 294 305

少数株主持分 6 －

純資産合計 35,136 34,343

負債純資産合計 37,618 37,519
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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：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 4,827 4,101

売上原価 3,705 3,255

売上総利益 1,123 846

販売費及び一般管理費   

営業サービス費 156 94

従業員給料及び賞与 237 245

退職給付費用 18 20

試験研究費 351 493

貸倒引当金繰入額 6 －

製品保証引当金繰入額 56 56

その他 514 523

販売費及び一般管理費合計 1,339 1,431

営業損失（△） △216 △585

営業外収益   

受取利息 4 2

受取配当金 24 24

その他 23 7

営業外収益合計 51 34

営業外費用   

為替差損 170 158

その他 6 0

営業外費用合計 175 158

経常損失（△） △340 △709

税金等調整前四半期純損失（△） △340 △709

法人税、住民税及び事業税 38 17

法人税等調整額 △11 △20

法人税等合計 28 △3

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △368 △706

少数株主利益 1 －

四半期純損失（△） △369 △706
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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：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損失（△） △368 △706

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △145 15

為替換算調整勘定 △130 △4

その他の包括利益合計 △275 11

四半期包括利益 △643 △695

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △643 △695

少数株主に係る四半期包括利益 △0 －
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

近における四半期毎の業績の推移 

平成23年３月期（連結） 

平成24年３月期（連結） 

（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

  

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

受注高（百万円）  9,272 3,083 2,974  4,688 20,017

  

第１四半期 

平成23年４月 
～平成23年６月 

売上高（百万円）  4,101

売上総利益（百万円）  846

営業損失（△）（百万円）  △585

経常損失（△）（百万円）  △709

税金等調整前四半期純損失

（△）（百万円） 
 △709

四半期純損失（△） 

（百万円） 
 △706

１株当たり四半期純損失

（△）（円） 
 △38.85

総資産（百万円）  37,519

純資産（百万円）  34,343

受注高（百万円）  4,041
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