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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 7,446 △31.8 △81 ― △314 ― △224 ―
23年3月期第2四半期 10,911 192.4 637 ― 402 ― 369 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △343百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 302百万円 （―％）

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 △23.18 ―
23年3月期第2四半期 37.46 ―

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 15,284 7,893 51.6
23年3月期 17,569 8,414 47.8
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,888百万円 23年3月期  8,405百万円

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 ― 18.00 18.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 18.00 18.00

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  ：  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

通期 22,500 2.2 1,252 2.9 1,196 19.6 790 27.3 80.30



(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３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想にご利用に当たっての注意事項等については、添付資
料３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及び決算説明会内容の入手） 
 当社は、平成23年11月15日（火）に機関投資家・アナリスト向け四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明会資料については、
開催後速やかに大阪証券取引所ホームページ（上場会社情報）及び当社ホームページに掲載する予定です。 

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2Q 10,152,000 株 23年3月期 10,152,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 472,102 株 23年3月期 472,102 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,679,898 株 23年3月期2Q 9,869,272 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、本年３月に起きた東日本大震災の影響により一時的に落ち

込みがあったものの、復興需要等を背景に持ち直しの兆しが見えてきましたが、新興国のインフレ懸念や金融引

き締めに加え、欧州の金融危機問題、円高の進行等により景気の先行きは依然不透明な状況となりました。  

当社グループの業績に影響を及ぼす半導体・液晶関連業界は、SEMI（Semiconductor Equipment and Materials 

International）が発表した2011年第２四半期の半導体製造装置販売額は、欧米を中心とした景気の減速等の影響

を受けた設備投資抑制の動きから８四半期ぶりに減少に転じ、また、液晶関連企業においては設備投資を延期す

る動きが顕著となりました。 

このような状況下、当社グループは海外においては韓国、台湾及び中国を中心に半導体・液晶関連企業、国内

においては、引き続き製薬関連企業等を中心に営業活動を展開いたしました。 

この結果、水処理装置につきましては、国内の製薬関連企業等から受注があったものの、半導体・液晶関連企

業の設備投資計画が延期となった影響により、売上高は41億７千３百万円（前年同期比42.4％減）となりまし

た。また、メンテナンス及び消耗品は、東日本大震災の影響を受け、使用する原材料の供給不足や工場稼働率の

低下によるメンテナンスの遅れ・延期等のため計画を下回り、売上高は27億４千７百万円（同16.1％減）とな

り、その他の事業の売上高は５億２千５百万円（同33.4％増）となりました。 

利益面につきましては、減収に加え採算性の低い装置案件を受注したことにより工事損失引当金６千万円を計

上いたしました。また、為替相場の急激な円高の進行により外貨預金及び外貨建売掛金等の為替差損２億１千１

百万円を計上いたしました。 

以上の結果、売上高は74億４千６百万円（同31.8％減）、営業損失は８千１百万円（前年同期は６億３千７百

万円の営業利益）、経常損失は３億１千４百万円（前年同期は４億２百万円の経常利益）、四半期純損失は２億

２千４百万円（前年同期は３億６千９百万円の四半期純利益）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて22億８千４百万円減少し、152億８千４百万円となりま

した。これは主に、流動資産のうち仕掛品が10億３千５百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が30億５千８

百万円減少したこと等によるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて17億６千２百万円減少し、73億９千１百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金が７億３千９百万円、短期借入金が６億７千２百万円、未払金が２億８千２百万円それぞ

れ減少したこと等によるものであります。 

また、純資産については、前連結会計年度末に比べて５億２千１百万円減少し、78億９千３百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が３億９千８百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ１

千９百万円増加し、35億１千７百万円となりました。 

当第２四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） 

営業活動の結果得られた資金は、９億３千万円（前年同期は15億９百万円の獲得）となりました。これは主に、

売上債権の減少が30億１百万円、前受金の増加が１億８千１百万円となった一方で、たな卸資産の増加が10億６千

２百万円、仕入債務の減少が７億１千７百万円、税金等調整前四半期純損失が３億４千３百万円となったこと等に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、７千８百万円（前年同期は１千３百万円の使用）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７千１百万円等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） 

財務活動の結果使用した資金は、７億５千９百万円（前年同期は５億１千４百万円の使用）となりました。これ

は主に、短期借入金の借入れによる収入４億４千６百万円となった一方で、短期借入金の返済による支出10億１千

３百万円等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
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（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、平成23年５月13日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連

結業績予想から変更はありません。  

  

（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 

税金費用の計算  

税金費用については、当第２四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おります。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（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 3,641,071 3,660,506

受取手形及び売掛金 7,948,869 4,890,414

商品及び製品 60,515 31,105

仕掛品 514,617 1,550,195

原材料及び貯蔵品 148,459 135,636

その他 1,591,810 1,535,766

貸倒引当金 △14,488 △9,908

流動資産合計 13,890,854 11,793,716

固定資産   

有形固定資産 1,662,054 1,645,138

無形固定資産   

のれん 112,925 117,002

その他 455,189 411,707

無形固定資産合計 568,115 528,709

投資その他の資産 1,448,066 1,317,368

固定資産合計 3,678,236 3,491,216

資産合計 17,569,091 15,284,933

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,463,057 1,723,292

短期借入金 4,119,366 3,447,017

未払金 1,128,560 845,744

未払法人税等 145,986 －

製品保証引当金 205,946 159,255

工事損失引当金 50,564 111,314

賞与引当金 163,358 173,708

役員賞与引当金 21,563 21,450

資産除去債務 23,014 23,129

その他 257,799 373,544

流動負債合計 8,579,218 6,878,457

固定負債   

退職給付引当金 224,178 198,353

役員退職慰労引当金 26,287 37,337

資産除去債務 52,626 52,860

その他 272,203 224,559

固定負債合計 575,296 513,110

負債合計 9,154,514 7,391,567
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,236,800 2,236,800

資本剰余金 2,011,694 2,011,694

利益剰余金 4,574,699 4,175,996

自己株式 △281,195 △281,195

株主資本合計 8,541,998 8,143,295

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △20,265 △53,273

為替換算調整勘定 △115,838 △201,241

その他の包括利益累計額合計 △136,104 △254,515

新株予約権 － 4,585

少数株主持分 8,682 －

純資産合計 8,414,577 7,893,365

負債純資産合計 17,569,091 15,284,933

野村マイクロ・サイエンス㈱　（6254）　平成24年3月期第2四半期決算短信

- 5 -



（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 10,911,738 7,446,212

売上原価 8,946,922 6,193,314

売上総利益 1,964,815 1,252,897

販売費及び一般管理費 1,327,707 1,334,313

営業利益又は営業損失（△） 637,107 △81,415

営業外収益   

受取利息 5,763 2,277

受取配当金 3,941 4,801

受取家賃 7,149 6,681

業務受託料 － 7,800

その他 1,931 1,727

営業外収益合計 18,786 23,287

営業外費用   

支払利息 23,869 40,025

為替差損 225,878 211,494

その他 3,754 4,612

営業外費用合計 253,502 256,133

経常利益又は経常損失（△） 402,391 △314,261

特別利益   

固定資産売却益 － 1,226

貸倒引当金戻入額 13,223 12,400

工事損失引当金戻入額 162,322 －

その他 4,554 1,000

特別利益合計 180,100 14,626

特別損失   

固定資産除却損 1,288 3,390

固定資産売却損 53 －

工事追加負担金 － 40,293

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,994 －

特別損失合計 29,336 43,683

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（△）

553,156 △343,318

法人税等 182,878 △119,326

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（△）

370,277 △223,992

少数株主利益 514 472

四半期純利益又は四半期純損失（△） 369,763 △224,465
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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（△）

370,277 △223,992

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60,503 △33,008

為替換算調整勘定 △6,986 △86,516

その他の包括利益合計 △67,489 △119,524

四半期包括利益 302,787 △343,516

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 306,413 △342,876

少数株主に係る四半期包括利益 △3,625 △640
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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（△）

553,156 △343,318

減価償却費 132,856 117,167

のれん償却額 22,585 22,585

株式報酬費用 － 4,585

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,134 △56,592

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,156 11,701

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14,024 △113

製品保証引当金の増減額（△は減少） 33,508 △35,565

工事損失引当金の増減額（△は減少） △118,257 60,749

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,134 △22,334

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,171 11,049

受取利息及び受取配当金 △9,704 △7,078

支払利息 23,869 40,025

為替差損益（△は益） 90,608 22,356

固定資産売却損益（△は益） 53 △1,226

固定資産除却損 1,288 3,390

保険解約損益（△は益） 1,213 △172

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,994 －

売上債権の増減額（△は増加） 105,734 3,001,275

たな卸資産の増減額（△は増加） 548,751 △1,062,245

前渡金の増減額（△は増加） 53,955 77,688

その他の資産の増減額（△は増加） 295,869 132,431

仕入債務の増減額（△は減少） △239,319 △717,688

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,759 47,290

前受金の増減額（△は減少） △210,003 181,643

長期未払金の増減額（△は減少） △51,592 △39,607

その他の負債の増減額（△は減少） 356,184 △311,196

小計 1,667,863 1,136,802

利息及び配当金の受取額 8,724 7,196

利息の支払額 △19,723 △39,555

法人税等の支払額 △161,979 △184,721

法人税等の還付額 14,238 11,107

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,509,124 930,829
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（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) 

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 △40,338 △71,113

有形固定資産の売却による収入 109 4,335

無形固定資産の取得による支出 △2,326 △5,105

子会社株式の取得による支出 － △34,703

ゴルフ会員権の取得による支出 △4,430 －

敷金及び保証金の差入による支出 △2,681 △6,164

敷金及び保証金の回収による収入 7,010 4,012

保険積立金の積立による支出 △8,890 △6,746

保険積立金の解約による収入 38,078 35,837

その他 249 874

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,219 △78,772

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 446,289

短期借入金の返済による支出 △517,000 △1,013,533

長期借入金の返済による支出 △110,700 △10,900

リース債務の返済による支出 △7,471 △7,749

自己株式の取得による支出 △50 －

配当金の支払額 △78,954 △173,469

財務活動によるキャッシュ・フロー △514,176 △759,362

現金及び現金同等物に係る換算差額 △80,385 △73,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 901,343 19,434

現金及び現金同等物の期首残高 4,233,158 3,498,071

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 19,398 －

連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等
物の増減額（△は減少）

△492,730 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,661,169 3,517,506
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 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （単位：千円）

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （単位：千円）

（注）セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

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

  報告セグメント 
合計 

  日本 アジア アメリカ 計 

売上高           

外部顧客への売上高 6,214,608 2,967,990 1,729,139 10,911,738 10,911,738 

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

540,195 223,084 － 763,279 763,279

計 6,754,803 3,191,075 1,729,139 11,675,017 11,675,017 

セグメント利益 228,855 305,369 102,882 637,107 637,107 

  報告セグメント 
合計 

  日本 アジア アメリカ 計 

売上高           

外部顧客への売上高 5,331,539 2,114,089 584 7,446,212 7,446,212

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

147,303 38,921 － 186,225 186,225

計 5,478,843 2,153,010 584 7,632,438 7,632,438

セグメント損失（△） △23,108 △56,067 △2,239 △81,415 △81,415

（６）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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 １．子会社設立について  

 当社は平成23年10月17日開催の取締役会において、大韓民国(韓国)に子会社を設立することを決議いたしまし

た。 

(1) 子会社設立の理由 

 当社は、現在神奈川県厚木市を唯一の研究開発拠点としておりますが、海外売上高が60％超となっている現

状を踏まえ、海外の有力顧客により近い場所で研究開発体制を構築し、顧客から求められる研究課題の解決を

図るとともに、当社の技術力向上と併せてコストダウンに資する提案を行うことが重要であると認識し、当社

の重要顧客が所在する韓国に研究開発機能を有する新会社を設立し、今後の受注継続及び事業拡大を図るため

であります。 

(2) 設立する子会社の概要 

① 名称   ＮＡＤ Ｃo.,Ｌtd (日本語表記 : 株式会社 ＮＡＤ) 

②  所在地  大韓民国（韓国）城南市 

③  資本金  ５億ウォン (日本円換算 : 34,500千円) 

④  株主   当社 (100％子会社) 

⑤  設立年月 平成23年11月１日 

⑥  代表者  千田豊作 (当社代表取締役社長) 

河本宏實 (当社取締役専務執行役員) 

⑦  主な事業 超純水製造装置及び排水回収装置に係るシステム開発 

超純水製造装置及び排水回収装置並びに周辺分野における新商品の開発、企画立案、評価、販

売ほか                                       

(3) 業績に与える影響 

   当該子会社設立に伴う連結業績に与える影響は軽微であります。 

  

２．自己株式取得について  

当社は、平成23年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を以下のとおり決議いたしました。 

(1)  自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式を取得するものであります。  

(2)  取得に係る事項の内容  

①  取得する株式の種類   普通株式 

②  取得する株式の総数   300,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合3.10％） 

③  株式の取得価額の総額  200,000千円（上限）  

④  取得する期間      平成23年11月15日～平成24年３月31日 

（注）市場動向等により、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。 

（ご参考）平成23年10月31日現在の自己株式保有状況  

発行済株式総数（自己株式を除く） 9,679,898株 

自己株式数             472,102株  

  

（７）重要な後発事象
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