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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 1,079 △29.9 △87 ― △71 ― △80 ―
23年3月期第2四半期 1,539 △36.9 △0 ― 12 ― 1 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △81百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △0百万円 （―％）

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2四半期 △1,557.47 ―
23年3月期第2四半期 34.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 8,213 7,210 87.8
23年3月期 8,321 7,421 89.2
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,210百万円 23年3月期  7,421百万円

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 ― 2,500.00 2,500.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 2,000.00 2,000.00

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、対前期増減率）

（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

通期 4,000 5.2 △10 ― △10 ― △15 ― △290.29



(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の対象外ではありますが、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に対する四半期レビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、リスクや不確実な要素を含んでおります。実際の業績は、今後の様々
な要因によって予想数値と異なる可能性があることをご承知おきください。なお、上記予想に関する事項は、【添付資料】P.2「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。 

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2Q 51,673 株 23年3月期 51,673 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 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2Q 51,673 株 23年3月期2Q 51,673 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済指標に改善の兆しが見られるものの、全体として設備の

 過剰感がなお解消されておらず、また、世界経済の先行きに対する不安材料もあり、引き続き厳しい状況が続きま

 した。 

  一方、当社グループの主要顧客が属するデジタル家電業界においても、設備投資の回復の動きは一部にでてきて

 いるものの、全体としては投資が抑制される状況で推移いたしました。 

  このような状況の下、当社グループはスマートフォン、タブレットＰＣ用のフラットパネルディスプレイやカメ

 ラ用撮像素子モジュール関連などのほかに、ＬＥＤ照明関連やタッチパネル関連などの新規の商談に対応した受注

 活動に積極的に注力してまいりました。 

  しかしながら、設備投資の抑制の影響が大きく、受注活動を強化してまいりましたものの当第２四半期連結累計

 期間の売上計上に繋がらず、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、10億７千９百万円（前年同四

 半期比29.9％減少）となりました。 

  これを製品別にみますとＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置では、３億１千４百万円（前年同四半

 期比73.5％減少）、半導体関連装置他では、ＩＣカード関連のほかにカメラ用撮像素子モジュール関連の売上など

 により７億６千５百万円（前年同四半期比115.1％増加）となりました。  

  その結果、利益面におきましては、営業損失は８千７百万円(前年同四半期は営業損失0.4百万円)、経常損失は 

 ７千１百万円（前年同四半期は経常利益１千２百万円）、四半期純損失は８千万円（前年同四半期は四半期純利益

 １百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当社グループの当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて１億８百万円減少 

 し、82億１千３百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加８億８千３百万円、受取手形及び売掛

 金の減少13億５千１百万円、棚卸資産の増加３億８千２百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度

 末に比べて１億２百万円増加し、10億２百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の増加１億３

 千４百万円であります。純資産は前連結会計年度末に比べて２億１千万円減少の72億１千万円となりました。 

  その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の89.2％から87.8％へと減少しております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて８億８千３百万円増

 加し、41億８千５百万円となりました。  

(ア)営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失７千１百万円に対し、売上債権の減少13億５

 千１百万円、たな卸資産の増加３億８千２百万円、仕入債務の増加１億３千４百万円等により、10億１千６百万円

 の獲得（前年同四半期は８億７千万円の支出）となりました。    

(イ)投資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・フローは、有形固定資産の取得等により２百万円の支出（前年同四半期は19億９千

 ２百万円の獲得）となりました。 

(ウ)財務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・フローは、配当金の支払による支出１億２千９百万円等により、１億３千万円の支

 出（前年同四半期は１億５百万円の支出）となりました。  

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年３月期通期の連結業績予想については、平成23年５月11日の決算短信で公表いたしました連結業績予想

 を修正しております。詳細につきましては、平成23年10月27日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

 照ください。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,302,399 4,185,784

受取手形及び売掛金 2,216,793 864,887

仕掛品 645,476 1,018,689

原材料 9,343 18,679

繰延税金資産 41,859 35,540

その他 18,549 32,922

貸倒引当金 △17,547 △6,900

流動資産合計 6,216,874 6,149,604

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 977,561 951,881

土地 1,013,925 1,013,925

建設仮勘定 7,696 3,662

その他（純額） 61,755 56,625

有形固定資産合計 2,060,938 2,026,094

無形固定資産 6,540 4,973

投資その他の資産 37,306 32,687

固定資産合計 2,104,785 2,063,755

資産合計 8,321,660 8,213,360
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 660,888 795,306

未払法人税等 11,101 6,794

未払消費税等 3,725 －

賞与引当金 29,871 43,321

製品保証引当金 26,611 23,387

その他 53,446 34,558

流動負債合計 785,644 903,368

固定負債   

役員退職慰労引当金 111,400 95,460

その他 3,234 4,119

固定負債合計 114,634 99,580

負債合計 900,278 1,002,948

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,684,420 1,684,420

資本剰余金 1,597,920 1,597,920

利益剰余金 4,143,943 3,934,281

株主資本合計 7,426,283 7,216,621

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,901 △6,209

その他の包括利益累計額合計 △4,901 △6,209

純資産合計 7,421,381 7,210,411

負債純資産合計 8,321,660 8,213,360
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,539,903 1,079,318

売上原価 1,261,249 909,491

売上総利益 278,654 169,826

販売費及び一般管理費 279,134 257,768

営業損失（△） △479 △87,941

営業外収益   

受取利息 1,642 1,184

助成金収入 5,023 －

還付加算金 3,210 144

保険返戻金 － 1,832

貸倒引当金戻入額 － 10,647

その他 4,982 3,649

営業外収益合計 14,858 17,458

営業外費用   

コミットメントフィー 1,504 802

その他 － 620

営業外費用合計 1,504 1,422

経常利益又は経常損失（△） 12,874 △71,905

特別利益 － －

特別損失   

ゴルフ会員権売却損 814 －

特別損失合計 814 －

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（△）

12,059 △71,905

法人税、住民税及び事業税 2,264 2,254

法人税等調整額 7,995 6,319

法人税等合計 10,259 8,573

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（△）

1,800 △80,479

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,800 △80,479
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９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（△）

1,800 △80,479

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,470 △1,308

その他の包括利益合計 △2,470 △1,308

四半期包括利益 △670 △81,787

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △670 △81,787

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

12,059 △71,905

減価償却費 41,587 44,308

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,230 △10,647

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,681 13,450

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,193 △3,224

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,960 △15,939

受取利息及び受取配当金 △1,778 △1,285

売上債権の増減額（△は増加） △723,154 1,351,905

たな卸資産の増減額（△は増加） △635,068 △382,549

仕入債務の増減額（△は減少） 286,066 134,418

その他 128,343 △38,903

小計 △870,266 1,019,626

利息及び配当金の受取額 2,344 1,010

法人税等の支払額 △2,157 △3,962

営業活動によるキャッシュ・フロー △870,079 1,016,673

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 2,000,000 －

有形固定資産の取得による支出 △9,023 △5,910

投資有価証券の取得による支出 △725 △692

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 47 97

その他 3,322 4,139

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,992,620 △2,366

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △103,346 △129,305

その他 △1,784 △1,617

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,130 △130,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,017,410 883,384

現金及び現金同等物の期首残高 2,628,313 3,302,399

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,645,723 4,185,784
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 該当事項はありません。  

  

  

当社グループは、ファインピッチ実装技術を核とした製造装置等を開発・製造・販売する事業のみの単一セグメ

    ントとなりますため、記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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