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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年7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6月期第1四半期 1,507 111.3 △62 ― △147 ― △80 ―
23年6月期第1四半期 713 △5.0 △609 ― △681 ― △434 ―

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 △168百万円 （―％） 23年6月期第1四半期 △460百万円 （―％）

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6月期第1四半期 △7.15 ―
23年6月期第1四半期 △38.59 ―

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

24年6月期第1四半期 19,099 12,865 67.1 1,138.22
23年6月期 20,962 13,495 64.2 1,193.91
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  12,824百万円 23年6月期  13,449百万円

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6月期 ― 0.00 ― 41.00 41.00
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 0.00 ― 43.00 43.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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) 4,600 9.5 450 82.9 400 182.2 250 241.6 22.19
通期 13,200 3.8 2,600 6.5 2,500 8.9 1,600 5.4 142.03



(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きは終了しておりません。 

※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等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手している情報及び合理的であると判断する一定の範囲に基づ
いており、実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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6月期1Q 11,785,800 株 23年6月期 11,785,800 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q 518,292 株 23年6月期 520,792 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 11,266,367 株 23年6月期1Q 11,263,053 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の世界経済は、欧州における財政、金融危機への不安、米国の景気回復の遅れ、新興

国も含めた景気の減退懸念などから、一段と先行き不透明な状況となりました。 

わが国経済に関しては、平成23年３月に発生した東日本大震災と原発事故を背景とする電力不足やサプライチェ

ーン障害の影響を受けながらも、製造業の生産は回復に向かいましたが、世界経済の減速や円高の影響により予断

を許さない状況が続いております。 

当社グループの主たる事業領域である半導体業界におきましては、先行きの不透明感から一部の先端開発投資を

除き、設備投資の抑制及び延期が行われ、厳しい環境となりました。 

ＦＰＤ業界では、テレビ用液晶パネル等の価格下落が止まらず、大型パネルメーカーの収益悪化を背景に、設備

投資は低調でありました。 

エネルギー、環境関連分野では、ＳｉＣ等を用いたパワーデバイスの市場が引き続き好調に伸長し、設備投資も

拡大しております。一方、太陽電池は、ここ２年ほど供給が急拡大している中で、欧州の需要が減退したことか

ら、価格の下落が著しく、収益面で厳しい状況となっております。 

 このような状況下、当第１四半期連結累計期間の売上高は15億７百万円（前年同期比111.3％増加）となりまし

た。 

 製品品目別に見ますと、半導体関連装置が10億77百万円（前年同期比3,033.3％増加）、ＦＰＤ関連装置が96百

万円（前年同期比76.0％減少）、レーザー顕微鏡が１億29百万円（前年同期比677.4％増加）となりました。 

 連結損失につきましては、営業損失が62百万円（前年同期は営業損失６億９百万円）、経常損失が１億47百万円

（前年同期は経常損失６億81百万円）、四半期純損失が80百万円（前年同期は四半期純損失４億34百万円）となり

ました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は190億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億63百万円減

少いたしました。これは主に、仕掛品が８億99百万円増加したものの、現金及び預金が15億83百万円減少したこと

と、受取手形及び売掛金が８億47百万円減少したことによるものであります。 

 負債につきましては、当第１四半期連結会計期間末残高は62億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億33

百万円減少いたしました。これは主に、未払法人税等が９億50百万円減少したことと、支払手形及び買掛金が３億

20百万円減少したことによるものであります。 

 株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は128億65百万円となり、また自己資本

比率は67.1％となりました。 

   

②キャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億78百万円減少し、27

億56百万円となりました。当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のと

おりであります。  

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、８億９百万円の支出（前年同期比19.5％減）となりまし

た。これは主に、たな卸資産の増加額10億62百万円、法人税等の支出額９億26百万円などの支出要因が、売上債権

の減少額８億11百万円、仕入債務の増加額１億89百万円、前受金の増加額１億23百万円などの収入要因を上回った

ことによるものであります。  

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、17百万円の支出（前年同期比141.0％増）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出26百万円によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、６億38百万円の支出（前年同期は17億30百万円の収入）と

なりました。これは主に、配当金の支払額４億61百万円及び長期借入金の返済による支出１億76百万円によるもの

であります。 

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 

今後の世界経済は、欧州の財政危機の影響に加え、タイの大洪水による工業製品供給の滞りが懸念され、引き続

き警戒を要する状況が続くと予想されます。 

当社を取り巻く環境は、半導体業界においては、パソコン用半導体向け投資の停滞に加え、スマートフォンやタ

ブレット端末などのモバイル関連機器市場用半導体向けの投資に減速感があるものの、トップグループの顧客を中

心とした先端開発投資は引き続き見込まれます。ＦＰＤ業界は、中国における液晶パネル生産投資計画の遅延か

ら、投資規模・時期が依然不透明な状況にあります。エネルギー、環境関連分野の製品需要と投資は堅調に拡大す

ると予測されます。 

 このような事業環境から、平成23年８月12日に発表した通期及び第２四半期累計期間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。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,372,704 2,788,783

受取手形及び売掛金 3,226,546 2,379,462

仕掛品 2,926,455 3,826,242

原材料及び貯蔵品 571,604 727,530

繰延税金資産 857,862 907,316

その他 1,137,968 645,049

貸倒引当金 △17,566 △9,438

流動資産合計 13,075,576 11,264,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,442,505 2,405,353

機械装置及び運搬具（純額） 29,797 27,858

工具、器具及び備品（純額） 129,225 126,389

土地 4,254,773 4,254,773

有形固定資産合計 6,856,301 6,814,374

無形固定資産 567 557

投資その他の資産   

投資有価証券 281,321 255,442

長期未収入金 440,004 440,004

繰延税金資産 198,941 232,563

その他 110,076 91,380

投資その他の資産合計 1,030,343 1,019,389

固定資産合計 7,887,212 7,834,322

資産合計 20,962,789 19,099,267



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(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 1,005,145 684,156

1年内返済予定の長期借入金 706,000 706,000

未払法人税等 997,555 47,465

前受金 750,653 875,078

賞与引当金 － 147,342

役員賞与引当金 70,300 －

製品保証引当金 194,224 178,695

その他 529,367 547,447

流動負債合計 4,253,246 3,186,185

固定負債   

長期借入金 2,885,000 2,708,500

退職給付引当金 295,992 306,453

その他 32,679 32,464

固定負債合計 3,213,671 3,047,418

負債合計 7,466,917 6,233,604

純資産の部   

株主資本   

資本金 931,000 931,000

資本剰余金 1,080,360 1,080,360

利益剰余金 12,602,591 12,061,063

自己株式 △990,220 △985,467

株主資本合計 13,623,730 13,086,955

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,725 △6,727

為替換算調整勘定 △182,976 △255,298

その他の包括利益累計額合計 △174,251 △262,026

新株予約権 46,391 40,734

純資産合計 13,495,871 12,865,663

負債純資産合計 20,962,789 19,099,267



（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７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 713,622 1,507,539

売上原価 637,099 720,644

売上総利益 76,522 786,894

販売費及び一般管理費 686,116 849,550

営業損失（△） △609,593 △62,655

営業外収益   

受取利息 2,618 1,416

その他 3,290 3,479

営業外収益合計 5,908 4,896

営業外費用   

支払利息 1,480 12,197

為替差損 64,096 65,015

その他 12,475 12,475

営業外費用合計 78,052 89,687

経常損失（△） △681,737 △147,446

特別利益   

固定資産売却益 125 －

特別利益合計 125 －

特別損失   

固定資産処分損 452 2,169

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 55,400 －

特別損失合計 55,852 2,169

税金等調整前四半期純損失（△） △737,463 △149,616

法人税、住民税及び事業税 7,335 7,170

法人税等調整額 △310,050 △76,217

法人税等合計 △302,714 △69,046

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △434,748 △80,569

四半期純損失（△） △434,748 △80,569



（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７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７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損失（△） △434,748 △80,569

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,369 △15,452

為替換算調整勘定 △11,829 △72,322

その他の包括利益合計 △26,199 △87,775

四半期包括利益 △460,947 △168,344

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △460,947 △168,344

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７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損失（△） △737,463 △149,616

減価償却費 69,754 62,527

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,451 △7,890

賞与引当金の増減額（△は減少） 131,142 147,342

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,400 △70,300

製品保証引当金の増減額（△は減少） △31,058 △11,173

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,588 12,492

受取利息及び受取配当金 △2,618 △1,416

支払利息 1,480 12,197

為替差損益（△は益） 47,375 50,962

有形固定資産処分損益（△は益） 452 2,169

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 55,400 －

売上債権の増減額（△は増加） 640,273 811,199

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,489,254 △1,062,189

未収入金の増減額（△は増加） △338,410 △4

仕入債務の増減額（△は減少） 144,985 189,037

前受金の増減額（△は減少） 748,851 123,924

その他 △187,712 18,698

小計 △956,160 127,960

利息及び配当金の受取額 2,618 1,524

利息の支払額 △1,880 △12,461

法人税等の支払額 △50,142 △926,069

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,005,565 △809,046

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △7,264 △26,925

有形固定資産の売却による収入 2,074 －

その他 △2,143 9,253

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,333 △17,671

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,900,000 －

長期借入金の返済による支出 － △176,500

自己株式の取得による支出 △58 －

自己株式の売却による収入 － 2

配当金の支払額 △168,946 △461,865

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,730,995 △638,362

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,993 △113,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 715,102 △1,578,721

現金及び現金同等物の期首残高 1,665,135 4,334,904

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,380,237 2,756,183



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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

 （１）品目別生産実績  

     第１四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。 

   （注）１．金額は販売価格で表示しております。 

      ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 （２）品目別受注高及び受注残高 

     第１四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。  

   （注）１．金額は販売価格で表示しております。 

      ２．受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。 

      ３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

 （３）品目別販売実績 

     第１四半期累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。 

   （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

   

４．補足情報

品      目 前  期 当  期  前 年 同 期 比 

             千円        千円         ％ 

製 半導体関連装置  2,006,328  2,595,079  129.3

  ＦＰＤ関連装置  868,956  243,001  28.0

品 レーザー顕微鏡  18,798  116,262  618.5

  小計  2,894,083  2,954,343  102.1

サービス  261,373     204,043  78.1

合計  3,155,456  3,158,386  100.1

品      目 
受   注   高 受  注  残  高 

前  期 当  期 前年同期比  前  期   当  期 前年同期比

    千円 千円 ％ 千円 千円 ％ 

製 半導体関連装置 851,688 1,052,206 123.5 2,010,072 3,099,372 154.2 

  ＦＰＤ関連装置 1,026,458 19,464 1.9 4,692,490 1,365,957 29.1 

品 レーザー顕微鏡 63,367 133,392 210.5 56,517 140,237 248.1 

  小計 1,941,514 1,205,064 62.1 6,759,080 4,605,567 68.1 

サービス 228,171 196,286 86.0 121,417 121,857 100.4 

合計 2,169,685 1,401,350 64.6 6,880,497 4,727,425 68.7 

品      目 前   期 当   期 前 年 同 期 比 

               千円            千円           ％ 

製 半導体関連装置 34,400 1,077,872 3,133.3 

  ＦＰＤ関連装置 401,196 96,158  24.0 

品 レーザー顕微鏡 16,653 129,465 777.4 

  小計 452,249 1,303,495 288.2 

サービス 261,373 204,043 78.1 

合計 713,622 1,507,539 211.3 
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