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      平成 24 年２月 14 日 

各 位 

会 社 名 野村マイクロ・サイエンス株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 千 田 豊 作 

（コード番号：6254） 

問合せ先 執行役員経理部長 日 向   潤 

（TEL 046-228-5195） 

    

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 24 年３月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

   

  当社は、平成 23 年 12 月 29 日付「不適切な会計処理に関するお知らせ」において、平成 24 年３月期第１

四半期決算短信の訂正につきましては、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいたしました。このたび、

その具体的な訂正内容が確定いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付して表示して

おります。 

 

記 

 
１．訂正を行う決算短信 

決算期 平成24年３月期 第１四半期決算短信 

発表日 平成23年８月11日 

 

２．訂正の理由 

当社において不適切な会計処理があったため。 

詳細は、平成24年１月10日付「『不適切な会計処理に関するお知らせ』に関する調査結果、業績に与える影響額

および当社の対応方針のご報告について」および本日付「『不適切な会計処理に関するお知らせ』に関する補足事項

ならびに進捗について」をご参照ください。 

 

以上 
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平成24年３月期 第１四半期決算短信 

 
【サマリー情報】 

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） 

（訂正前） 

(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 4,240 △10.0 5 △98.9 △43 ― △49 ― 

23年３月期第１四半期 4,714 159.6 517 ― 411 ― 224 ― 

（注）包括利益  24年3月期第1四半期 △40百万円（―％） 23年3月期第1四半期 154百万円（―％） 

 
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 △5.15 ― 

23年３月期第１四半期 22.78 ― 

 

(2) 連結財政状態 

 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 17,248 8,199 47.5 

23年３月期 17,569 8,414 47.8 

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期 8,190百万円  23年3月期 8,405百万円 

 

（訂正後） 

(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 4,291 △9.0 △83 ― △132 ― △102 ― 

23年３月期第１四半期 4,714 159.6 517 ― 411 ― 224 ― 

（注）包括利益  24年3月期第1四半期 △93百万円（―％） 23年3月期第1四半期 154百万円（―％） 

 
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 △10.60 ― 

23年３月期第１四半期 22.78 ― 

 

(2) 連結財政状態 

 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 17,142 7,971 46.4 

23年３月期 17,687 8,239 46.5 

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期 7,961百万円  23年3月期 8,230百万円 
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【添付資料 ２ページ】 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（訂正前） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（省略） 

この結果、水処理装置につきましては、韓国、台湾及び中国の半導体・液晶関連企業から、国内においては製薬関連企業等か

ら純水製造装置を受注しましたが、アメリカでの純水装置工事が前連結会計年度で終了したことなどにより、売上高は28億４

千２百万円（前年同期比9.3％減）となりました。また、メンテナンス及び消耗品は、国内においては東日本大震災の影響によ

りメンテナンス延期の動き等が見られ、売上高は11億３千２百万円（同17.4％減）となり、その他の事業の売上高は２億６千

６百万円（同27.4％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水処理装置工事の受注による売上総利益率の低下等により、営業利益は大幅

に減少し、また、円高の進行により為替差損４千４百万円を計上した結果、経常損失、四半期純損失を計上いたしました。 

以上の結果、売上高は42億４千万円（同10.0％減）、営業利益は５百万円（同98.9％減）、経常損失は４千３百万円（前年

同期は４億１千１百万円の経常利益）、四半期純損失は４千９百万円（前年同期は２億２千４百万円の四半期純利益）となりま

した。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて３億２千万円減少し、172億４千８百万円となりました。これは主に、

流動資産のうち現金及び預金が８億６千万円、仕掛品が６億５千４百万円それぞれ増加した一方、受取手形及び売掛金が15億

８千万円、その他流動資産が１億５千１百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度に比べて１億４百万円減少し、90億４千９百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金が６億２千２百万円、短期借入金が２億３千２百万円それぞれ減少した一方、未払金が６億２千２百万円増加したこと等によ

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２億１千５百万円減少し、81億９千９百万円となりました。これは主に、

利益剰余金が２億２千４百万円減少したこと等によるものであります。 

 

（訂正後） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（省略） 

この結果、水処理装置につきましては、韓国、台湾及び中国の半導体・液晶関連企業から、国内においては製薬関連企業等か

ら純水製造装置を受注しましたが、アメリカでの純水装置工事が前連結会計年度で終了したことなどにより、売上高は28億９

千３百万円（前年同期比7.7％減）となりました。また、メンテナンス及び消耗品は、国内においては東日本大震災の影響によ

りメンテナンス延期の動き等が見られ、売上高は11億３千２百万円（同17.4％減）となり、その他の事業の売上高は２億６千

６百万円（同27.4％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水処理装置工事の受注による売上総利益率の低下等により営業損失を計上し、

また、円高の進行により為替差損４千４百万円を計上した結果、経常損失、四半期純損失を計上いたしました。 

以上の結果、売上高は42億９千１百万円（同9.0％減）、営業損失は８千３百万円（前年同期は５億１千７百万円の営業利益）、

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

４百万円の四半期純利益）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて５億４千４百万円減少し、171億４千２百万円となりました。これは

主に、流動資産のうち現金及び預金が８億６千万円、仕掛品が３億９千２百万円それぞれ増加した一方、受取手形及び売掛金が

15億７千９百万円減少したこと等によるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度に比べて２億７千６百万円減少し、91億７千１百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が６億２千２百万円、短期借入金が２億３千２百万円それぞれ減少した一方、未払金が６億２千２百万円増加したこと等

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２億６千７百万円減少し、79億７千１百万円となりました。これは主に、

利益剰余金が２億７千６百万円減少したこと等によるものであります。 
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【添付資料 3ページ】 

４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

（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 3,641,071 4,501,969 

受取手形及び売掛金 7,948,869 6,367,979 

商品及び製品 60,515 38,738 

仕掛品 514,617 1,169,484 

原材料及び貯蔵品 148,459 149,649 

その他 1,591,810 1,440,096 

貸倒引当金 △14,488 △10,696 

流動資産合計 13,890,854 13,657,221 

固定資産   

有形固定資産 1,662,054 1,660,443 

無形固定資産   

のれん 112,925 101,633 

その他 455,189 435,056 

無形固定資産合計 568,115 536,689 

投資その他の資産 1,448,066 1,394,553 

固定資産合計 3,678,236 3,591,686 

資産合計 17,569,091 17,248,908 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,463,057 1,840,460 

短期借入金 4,119,366 3,887,091 

未払金 1,128,560 1,750,583 

未払法人税等 145,986 － 

製品保証引当金 205,946 180,312 

工事損失引当金 50,564 59,759 

賞与引当金 163,358 246,073 

役員賞与引当金 21,563 24,884 

資産除去債務 23,014 23,129 

その他 257,799 518,348 

流動負債合計 8,579,218 8,530,643 

固定負債   

退職給付引当金 224,178 208,980 

役員退職慰労引当金 26,287 28,654 

資産除去債務 52,626 52,686 

その他 272,203 228,596 

固定負債合計 575,296 518,917 

負債合計 9,154,514 9,049,560 
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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 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 4,350,540 

自己株式 △281,195 △281,195 

株主資本合計 8,541,998 8,317,839 

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 △28,149 

為替換算調整勘定 △115,838 △99,629 

その他の包括利益累計額合計 △136,104 △127,779 

少数株主持分 8,682 9,287 

純資産合計 8,414,577 8,199,347 

負債純資産合計 17,569,091 17,248,908 
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（訂正後） 

（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 3,641,071 4,501,969 

受取手形及び売掛金 7,948,869 6,369,382 

商品及び製品 60,515 38,738 

仕掛品 515,876 908,870 

原材料及び貯蔵品 148,459 149,649 

その他 1,691,063 1,575,413 

貸倒引当金 △14,488 △10,697 

流動資産合計 13,991,366 13,533,327 

固定資産   

有形固定資産 1,662,054 1,660,443 

無形固定資産   

のれん 112,925 101,633 

その他 455,189 435,056 

無形固定資産合計 568,115 536,689 

投資その他の資産 1,466,046 1,412,533 

固定資産合計 3,696,216 3,609,666 

資産合計 17,687,583 17,142,993 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,463,057 1,840,460 

短期借入金 4,119,366 3,887,091 

未払金 1,128,560 1,750,583 

未払法人税等 145,986 － 

製品保証引当金 205,946 180,312 

工事損失引当金 294,960 182,057 

賞与引当金 163,358 246,073 

役員賞与引当金 21,563 24,884 

資産除去債務 23,014 23,129 

その他 307,409 518,348 

流動負債合計 8,873,224 8,652,941 

固定負債   

退職給付引当金 224,178 208,980 

役員退職慰労引当金 26,287 28,654 

資産除去債務 52,626 52,686 

その他 272,203 228,596 

固定負債合計 575,296 518,917 

負債合計 9,448,520 9,171,859 
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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 2,236,800 2,236,800 

資本剰余金 2,011,694 2,011,694 

利益剰余金 4,399,184 4,122,327 

自己株式 △281,195 △281,195 

株主資本合計 8,366,483 8,089,625 

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 △28,149 

為替換算調整勘定 △115,838 △99,629 

その他の包括利益累計額合計 △136,104 △127,779 

少数株主持分 8,682 9,287 

純資産合計 8,239,062 7,971,134 

負債純資産合計 17,687,583 17,142,993 
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【添付資料 5ページ】 

（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） 

（訂正前） 

（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 4,714,151 4,240,775 

売上原価 3,519,190 3,543,036 

売上総利益 1,194,961 697,739 

販売費及び一般管理費 677,508 692,156 

営業利益 517,452 5,582 

営業外収益   

受取利息 2,017 1,483 

受取配当金 3,641 4,501 

受取家賃 3,661 3,215 

貸倒引当金戻入額 － 3,008 

その他 946 3,279 

営業外収益合計 10,266 15,489 

営業外費用   

支払利息 8,744 19,103 

為替差損 104,770 44,513 

その他 2,622 750 

営業外費用合計 116,136 64,367 

経常利益又は経常損失（△） 411,582 △43,295 

特別利益   

固定資産売却益 － 1,309 

貸倒引当金戻入額 6,148 12,400 

その他 － 1,000 

特別利益合計 6,148 14,709 

特別損失   

固定資産除却損 232 2,419 

工事追加負担金 － 41,090 

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 28,227 43,509 

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（△） 
389,503 △72,095 

法人税等 165,729 △22,639 

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（△） 
223,774 △49,455 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,114 464 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 224,888 △49,920 
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（訂正後） 

（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 4,714,151 4,291,788 

売上原価 3,519,190 3,682,811 

売上総利益 1,194,961 608,977 

販売費及び一般管理費 677,508 692,156 

営業利益又は営業損失（△） 517,452 △83,179 

営業外収益   

受取利息 2,017 1,483 

受取配当金 3,641 4,501 

受取家賃 3,661 3,215 

貸倒引当金戻入額 － 3,007 

その他 946 3,279 

営業外収益合計 10,266 15,488 

営業外費用   

支払利息 8,744 19,103 

為替差損 104,770 44,513 

その他 2,622 750 

営業外費用合計 116,136 64,367 

経常利益又は経常損失（△） 411,582 △132,058 

特別利益   

固定資産売却益 － 1,309 

貸倒引当金戻入額 6,148 12,400 

その他 － 1,000 

特別利益合計 6,148 14,709 

特別損失   

固定資産除却損 232 2,419 

工事追加負担金 － 41,090 

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 28,227 43,509 

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（△） 
389,503 △160,858 

法人税等 165,729 △58,704 

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（△） 
223,774 △102,154 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,114 464 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 224,888 △102,619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 10 - 

 

【添付資料 6ページ】 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（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又は少数株主損益 

調整前四半期純損失（△） 
223,774 △49,455 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △43,032 △7,883 

 為替換算調整勘定 △26,663 16,348 

 その他の包括利益合計 △69,695 8,464 

四半期包括利益 154,078 △40,991 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 159,230 △41,596 

 少数株主に係る四半期包括利益 △5,151 604 

 

（訂正後） 

（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又は少数株主損益 

調整前四半期純損失（△） 
223,774 △102,154 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △43,032 △7,883 

 為替換算調整勘定 △26,663 16,348 

 その他の包括利益合計 △69,695 8,464 

四半期包括利益 154,078 △93,690 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 159,230 △94,295 

 少数株主に係る四半期包括利益 △5,151 604 
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（４）セグメント情報等 

（セグメント情報） 

（省略） 

（訂正前） 

Ⅱ 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） 

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） 

  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 2,548,465 1,692,309 － 4,240,775 4,240,775 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
71,116 30,460 － 101,576 101,576 

計 2,619,581 1,722,770 － 4,342,351 4,342,351 

セグメント利益又は損失（△） △111,313 119,303 △2,406 5,582 5,582 

(注) (省略） 

 

（訂正後） 

Ⅱ 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） 

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） 

  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 2,599,478 1,692,309 － 4,291,788 4,291,788 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
71,116 30,460 － 101,576 101,576 

計 2,670,595 1,722,770 － 4,393,365 4,393,365 

セグメント利益又は損失（△） △200,075 119,303 △2,406 △83,179 △83,179 

(注) (省略） 

 

 

 

 


