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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 13,396 △35.5 △2,388 ― △2,487 ― △4,647 ―
23年3月期 20,773 108.1 △792 ― △1,158 ― △1,222 ―

（注）包括利益 24年3月期 △4,672百万円 （―％） 23年3月期 △1,247百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △255.67 ― △14.2 △7.1 △17.8
23年3月期 △67.24 ― △3.4 △3.0 △3.8

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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3月期 32,664 30,366 93.0 1,670.68
23年3月期 37,618 35,136 93.4 1,932.74

（参考） 自己資本   24年3月期  30,366百万円 23年3月期  35,129百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 △1,482 △1,017 △93 8,821
23年3月期 △5,293 3,355 △95 11,477

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 91 ― 0.3
24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 91 ― 0.3
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 ―

3. 平成25年3月期 第1四半期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成24年6月30日）  
（％表示は、対前年同四半期増減率）

 

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1四半期 6,100 48.7 △110 ― △120 ― △200 ― △11.00



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 1,871,699 株 23年3月期 1,871,584 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 18,175,838 株 23年3月期 18,176,214 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 12,700 △36.0 △2,561 ― △2,082 ― △4,201 ―
23年3月期 19,834 109.3 △1,304 ― △1,465 ― △1,447 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △231.16 ―
23年3月期 △79.58 ―

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3月期 30,995 28,811 93.0 1,585.15
23年3月期 35,324 33,039 93.5 1,817.74

（参考） 自己資本 24年3月期  28,811百万円 23年3月期  33,039百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きは終了していませ
ん。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通しなど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、諸制度などに関するリスクを含んでいます。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と大きく異なる
可能性があります。 



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績 …………………………………………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  3

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  4

２．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  4

（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 …………………………………………………………  4

３．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  5

（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  7

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  7

連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………  8

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  9

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  11

（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  12

（６）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  12

（７）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  12

（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………………………………………  12

（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………………………………………  12

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） …………………………………………………………………………  12

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  12

（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  14

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  14

４．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………  15

（１）役員の異動 …………………………………………………………………………………………………………  15

（２） 近における四半期毎の業績の推移 ……………………………………………………………………………  15

（３）生産、受注及び販売の状況 ………………………………………………………………………………………  16

㈱新川（6274）平成24年３月期決算短信

－ 1 －



（1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当連結会計年度における世界経済は、米国における住宅市場の需給バランス調整の長期化、ユーロ圏加盟国におけ

る債務問題の長期化と金融機能低下を背景として、新興国経済においても、欧州金融機関による資産圧縮の余波が

顕在化するとともに成長を牽引してきた輸出が減速し、先行きの不透明感が一層強まりました。 

半導体業界においては、スマートフォンやタブレットPC関連の需要は比較的堅調であったものの、７月以降、世界

的な景気の減速を背景に、パソコンや液晶テレビなど消費者向け製品の需要の停滞が顕著になったことから、需給

バランスが軟化して急速に市況が悪化しました。このため、多くの半導体メーカーによる減産や在庫調整が相次

ぎ、設備投資についても、延期や抑制など慎重な姿勢が強まりました。 

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や海外調達の拡大など、収益性改善の取り

組みを続けました。また、為替レートの変動に対応できる体制の拡充のため、タイでの委託生産にも取り組みまし

た。 

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の受注の拡大、Cuピラー対応LSI用フリップ

チップボンダの出荷開始など、製品の市場浸透の面では一定の成果を上げることができましたが、顧客の設備投資

が停滞した影響を受け、売上高は減少しました。利益面では、製品原価は低下傾向にあるものの収益性の回復に向

けた取り組みは未だ途上にあり、また円高の継続、タイの洪水被害による委託生産の休止と特別損失が発生したこ

とにより、厳しい状態が続きました。 

当社グループの業績は、売上高13,396百万円（前年同期比35.5％減）、営業損失2,388百万円（前年同期は営業損失

792百万円）、経常損失2,487百万円（前年同期は経常損失1,158百万円）、当期純損失4,647百万円（前年同期は当

期純損失1,222百万円）となりました。 

なお、タイの洪水被害に伴う特別損失として災害による損失320百万円を計上するとともに、繰延税金資産の取崩し

などにより、1,789百万円を法人税等調整額に計上しています。 

② 次期の見通し 

当連結会計年度第４四半期には、金融緩和拡大による円の下落、米国における雇用環境の改善と住宅市場の緩やか

な持ち直しなど、日米経済に回復の兆候が見られましたが、欧州債務問題の長期化、中東情勢の緊迫化による原油

価格上昇により、依然として半導体需要を左右する世界経済の下ぶれリスクは高い状況となっています。このた

め、半導体メーカー各社の組立装置への設備投資の回復時期や規模を見通すことは難しい状態にあります。 

当社グループは、グローバル調達の拡大や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て、事業

活動のグローバル化と一体となったコスト構造の改革を推進するとともに、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る競争力の強化を

図っています。しかしながら、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あり、今後もこれらの

施策を着実に推進することで、早期の黒字化に向けて邁進します。 

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１四半期連

結累計期間の業績のみ予測し開示します。 

第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高6,100百万円（前年同期比48.7％増）、営業損失110百万円

（前年同期は営業損失585百万円）、経常損失120百万円（前年同期は経常損失709百万円）、四半期純損失200百万

円（前年同期は四半期純損失706百万円）を見込んでいます。 

なお、為替の想定換算レートは、80円／米ドルです。 

第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、予想の開示が可能となった時点で速やかに開

示します。 

１．経営成績
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（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より4,954百万円減少し、32,664百万円となりました。主な増加

は、投資有価証券615百万円、仕掛品442百万円であり、主な減少は、現金及び預金2,596百万円、受取手形及び売掛

金1,439百万円、長期繰延税金資産1,303百万円です。 

負債合計は、前連結会計年度末より184百万円減少し、2,298百万円となりました。主な増加は、長期繰延税金負債

429百万円であり、主な減少は、買掛金430百万円、製品保証引当金134百万円です。 

純資産は、前連結会計年度末より4,770百万円減少し、30,366百万円となりました。主な増減は、当期純損失の計上

および配当金の支払いによる利益剰余金の減少4,738百万円です。 

この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末より262円６銭減少し、1,670円68銭となり、自己資本比率

は、前連結会計年度末の93.4％から93.0％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より2,657百万円減少し、8,821百万

円となりました。 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,482百万円の支出（前年同期は5,293百万円の支出）となりました。主な

増加は、売上債権の減少額1,434百万円および減価償却費716百万円によるものであり、一方で主な減少は、税金等

調整前当期純損失2,808百万円の計上、たな卸資産の増加額527百万円および仕入債務の減少額436百万円によるもの

です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,017百万円の支出（前年同期は3,355百万円の収入）となりました。その

主な要因は、定期預金の払戻による収入694百万円の資金の増加に対し、定期預金の預入による支出735百万円、タ

イ生産子会社の設立による支出613百万円の資金の減少および有形固定資産の取得による支出300百万円によるもの

です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、93百万円の支出（前年同期は95百万円の支出）となりました。その主な要

因は、配当金の支払額93百万円によるものです。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としていま

す。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％）  93.8  96.7  94.4  93.4  93.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 46.6  47.2  67.5  41.9  26.2

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
 －  －  －  －  －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 －  －  －  －  －
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付け、安定配当の継続を基本方針としながらも、業績を反

映した利益還元にも配慮していく考えです。 

内部留保につきましては、新技術の研究開発を中心に、経営環境の変化に対応するための投資などに活用することに

より、長期的な競争力の強化と収益の拡大を図ってまいります。 

当期の配当金につきましては、上記の方針に基づき、期末配当金を１株当たり５円とする予定です。なお、本件は平

成24年６月28日に開催予定の第54回定時株主総会に付議する予定です。 

なお、次期の配当金につきましては、当社グループを取り巻く事業環境が先行き不透明な状況にあり、通期の業績予

想を行うことが困難な状況ではありますが、１株当たり５円（中間配当金０円、期末配当金５円）の配当を予定して

います。 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、人が想像力を発揮し夢と希望を持てる社会、人が人の持つ可能性に挑戦できる環境の実現のため

に、ロボット技術を磨き、人間社会をより豊かにする 先端技術を提案することにより企業価値 大化を図り、すべ

てのステークホルダーへ満足と安心、そして幸せを提供することを経営の基本方針としています。 

（2）会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成22年３月期より真のグローバル化に向けた競争力の再構築に取り組み、平成23年４月には海外

委託生産をスタートさせると同時に、海外調達を拡充しました。この海外調達・生産を中心とするコスト構造改革の

加速、また、ワイドボンディングエリア対応ワイヤボンダ、LED用ダイボンダなどの新製品群の浸透によるシェア拡大

を目標としていましたが、折しも、欧州における債務問題長期化に伴う世界的な景気後退、円高、タイにおける洪水

被害により、厳しい経営環境が継続しています。 

しかし、半導体メーカーの設備投資は伸び悩んでいる一方、スマートフォン・タブレットPC市場、クラウド・コンピ

ューティングの拡大を背景として、低消費電力・大容量化を重視した高付加価値な半導体デバイスの採用が始まり、

３Dパッケージングの本格導入が進んでいます。またLEDにおいては、バックライト市場が減速しているものの、今

後、車載・照明市場での拡大が期待されており、当社グループにとっての新市場が立ち上がり始めています。 

これらのビジネスチャンスを確実に捉えて、早期の黒字化と成長軌道に復帰することを目指し、以下の課題に取り組

んでいます。 

① 販売強化 

グローバル化の一段の推進と新市場開拓を目的として、従来は国内・海外の地域別に編成していた営業体制の再編

を実施し、“半導体デバイス”、“電子部品・LED”、“フリップチップボンダ分野”の３市場をグローバルに対応

する営業体制を構築して行きます。 

スマートフォンの普及に伴い需要が増加しているイメージセンサー、水晶デバイスなどの電子部品市場、LED市場、

多ピンフリップチップ市場を重要市場と位置づけ、従来のメイン顧客である半導体デバイス市場と同様に、これら

の市場でのシェア拡大を目指します。 

② 原価低減 

数年来構築を図っているグローバル・サプライチェーンの活用を推し進め、海外調達比率を拡大して行きます。 

また、海外生産に関しては、平成24年４月に「タイ工場準備室」を新設しました。洪水被害により休止している委

託生産の早期再開を図るとともに、平成25年に生産開始を予定する自社工場の建設に注力して行きます。 

③ 技術力強化 

ワイヤボンディングの分野においては、近来の金価格高騰を受け、従来の金ワイヤから銅ワイヤなどへの移行が強

まっており、このトレンドに対応すべく、装置技術と実装技術の融合による、多様なワイヤボンディング技術の確

立を図ります。 

また、フリップチップボンダによるTSVデバイス対応機能の向上はもとより、ワイヤボンダ、ダイボンダにおいて

も、３Dパッケージング技術への対応を推し進めて行きます。 

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,988 9,393

受取手形及び売掛金 7,152 5,713

商品及び製品 3,464 3,717

仕掛品 1,262 1,704

原材料及び貯蔵品 605 490

繰延税金資産 27 34

その他 841 504

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 25,338 21,553

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,685 11,701

減価償却累計額 △10,008 △10,210

建物及び構築物（純額） 1,677 1,490

機械装置及び運搬具 2,452 2,343

減価償却累計額 △2,100 △2,124

機械装置及び運搬具（純額） 351 219

土地 4,929 4,929

建設仮勘定 30 6

その他 1,700 1,681

減価償却累計額 △1,611 △1,609

その他（純額） 89 72

有形固定資産合計 7,076 6,716

無形固定資産   

その他 243 155

無形固定資産合計 243 155

投資その他の資産   

投資有価証券 3,288 ※  3,903

長期貸付金 44 37

繰延税金資産 1,332 29

その他 298 275

貸倒引当金 △3 △4

投資その他の資産合計 4,960 4,240

固定資産合計 12,280 11,111

資産合計 37,618 32,664
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,200 770

未払法人税等 124 43

繰延税金負債 － 1

製品保証引当金 306 172

その他 315 272

流動負債合計 1,944 1,258

固定負債   

繰延税金負債 － 429

退職給付引当金 408 566

その他 130 45

固定負債合計 538 1,040

負債合計 2,482 2,298

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 15,979

自己株式 △3,149 △3,149

株主資本合計 34,835 30,097

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 666 730

為替換算調整勘定 △371 △461

その他の包括利益累計額合計 294 269

少数株主持分 6 －

純資産合計 35,136 30,366

負債純資産合計 37,618 32,664
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 20,773 13,396

売上原価 16,031 10,339

売上総利益 4,742 3,057

販売費及び一般管理費   

営業サービス費 608 331

従業員給料及び賞与 943 959

退職給付費用 84 85

試験研究費 1,500 1,921

貸倒引当金繰入額 － 2

製品保証引当金繰入額 306 171

その他 2,093 1,976

販売費及び一般管理費合計 5,534 5,445

営業損失（△） △792 △2,388

営業外収益   

受取利息 38 10

受取配当金 45 62

受取賃貸料 19 5

受取保険金 28 16

助成金収入 － 31

その他 32 20

営業外収益合計 162 144

営業外費用   

為替差損 516 233

賃貸収入原価 9 6

その他 3 3

営業外費用合計 528 243

経常損失（△） △1,158 △2,487

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18 －

固定資産売却益 2 －

負ののれん発生益 5 －

特別利益合計 26 －

特別損失   

固定資産除却損 2 －

ゴルフ会員権評価損 － 1

災害による損失 － ※  320

特別損失合計 2 321

税金等調整前当期純損失（△） △1,135 △2,808

法人税、住民税及び事業税 97 50

法人税等調整額 △7 1,789

法人税等合計 89 1,839

少数株主損益調整前当期純損失（△） △1,224 △4,647

少数株主損失（△） △2 －

当期純損失（△） △1,222 △4,647
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △1,224 △4,647

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 36 65

為替換算調整勘定 △59 △90

その他の包括利益合計 △23 △25

包括利益 △1,247 △4,672

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △1,244 △4,672

少数株主に係る包括利益 △3 －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 8,360 8,360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,360 8,360

資本剰余金   

当期首残高 8,907 8,907

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,907 8,907

利益剰余金   

当期首残高 22,030 20,717

当期変動額   

剰余金の配当 △91 △91

当期純損失（△） △1,222 △4,647

連結範囲の変動 △0 －

当期変動額合計 △1,313 △4,738

当期末残高 20,717 15,979

自己株式   

当期首残高 △3,148 △3,149

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △3,149 △3,149

株主資本合計   

当期首残高 36,149 34,835

当期変動額   

剰余金の配当 △91 △91

当期純損失（△） △1,222 △4,647

自己株式の取得 △1 △0

連結範囲の変動 △0 －

当期変動額合計 △1,314 △4,738

当期末残高 34,835 30,097
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 630 666

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36 65

当期変動額合計 36 65

当期末残高 666 730

為替換算調整勘定   

当期首残高 △313 △371

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58 △90

当期変動額合計 △58 △90

当期末残高 △371 △461

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 317 294

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22 △25

当期変動額合計 △22 △25

当期末残高 294 269

少数株主持分   

当期首残高 14 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 △6

当期変動額合計 △8 △6

当期末残高 6 －

純資産合計   

当期首残高 36,480 35,136

当期変動額   

剰余金の配当 △91 △91

当期純損失（△） △1,222 △4,647

自己株式の取得 △1 △0

連結範囲の変動 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 △32

当期変動額合計 △1,344 △4,770

当期末残高 35,136 30,366
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,135 △2,808

減価償却費 744 716

負ののれん発生益 △5 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 124 159

その他の引当金の増減額（△は減少） 190 △134

受取利息及び受取配当金 △83 △72

為替差損益（△は益） 26 12

有形固定資産除却損 2 －

無形固定資産除却損 0 －

有形固定資産売却損益（△は益） △2 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,049 1,434

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,581 △527

仕入債務の増減額（△は減少） △120 △436

その他 △456 242

小計 △5,364 △1,412

利息及び配当金の受取額 84 69

法人税等の支払額 △13 △140

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,293 △1,482

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,806 △735

定期預金の払戻による収入 5,621 694

有形固定資産の取得による支出 △364 △300

有形固定資産の売却による収入 2 2

無形固定資産の取得による支出 △18 △64

投資有価証券の取得による支出 － △613

投資有価証券の償還による収入 1,000 －

子会社株式の取得による支出 － ※  △6

貸付けによる支出 △11 △11

貸付金の回収による収入 21 24

その他の支出 △105 △98

その他の収入 15 90

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,355 △1,017

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △94 △93

財務活動によるキャッシュ・フロー △95 △93

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53 △64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,085 △2,657

現金及び現金同等物の期首残高 13,554 11,477

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 9 －

現金及び現金同等物の期末残高 11,477 8,821
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該当事項はありません。 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しています。 

※ 非連結子会社に対するものは次のとおりです。 

投資有価証券（株式）     613百万円 

※ 災害による損失  

タイの洪水による、生産委託先企業に寄託していたたな卸資産及び有形固定資産の滅失額、ならびに操業停止期間中

の固定費などを計上しています。 

※ 連結子会社の株式の取得によるものです。 

前連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成23年４月１日から平成

24年３月31日まで） 

当社グループは、半導体製造工程の中でもICチップを固定、配線するボンディングと呼ばれる工程に使用される産

業用精密ロボットの開発、製造、販売及び販売済製品の保守サービスを主な事業内容とする、単一業種の事業活動

を展開しています。 

このため、当社グループでは、経営資源の配分の意思決定は、特定の商品の状況だけでなく、ボンディング工程に

使用されるすべての商品の受注、売上及び生産の状況により判断しており、市場のグローバル化に対応して、日本

及び海外の包括的な戦略を立案しています。 

このように、当社グループにおいては、経営資源の配分の意思決定を事業全体で実施しており、意思決定及び業績

評価のための、定期的な検討の対象としての事業セグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略して

います。 

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 追加情報

(7) 連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

（連結損益計算書関係）

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

㈱新川（6274）平成24年３月期決算短信

－ 12 －



Ⅰ 前連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位：百万円）

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

（単位：百万円）

（注） 売上高は、納入先を基礎とし、国又は地域に分類しています。 

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しています。 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるも

のがないため、記載を省略しています。 

Ⅱ 当連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位：百万円）

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

（単位：百万円）

（注） 売上高は、納入先を基礎とし、国又は地域に分類しています。 

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しています。 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

ｂ．関連情報

  ワイヤボンダ ダイボンダ 
テープボンダ、 

フリップチップボンダ、
その他装置 

補修部品 合計 

外部顧客への 

売上高 
 13,032  6,176  346  1,219  20,773

日本 韓国 台湾 中国 東南アジア 
ヨーロッパ 
・アメリカ 

合計 

 5,230  4,920  1,759  5,384  3,459  22  20,773

  ワイヤボンダ ダイボンダ 
テープボンダ、 

フリップチップボンダ、
その他装置 

補修部品 合計 

外部顧客への 

売上高 
 6,990  4,756  559  1,090  13,396

日本 韓国 台湾 中国 東南アジア 
ヨーロッパ 
・アメリカ 

合計 

 3,801  4,796  985  1,494  2,285  35  13,396

顧客の名称又は氏名 売上高 

日本サムスン株式会社  1,925

㈱新川（6274）平成24年３月期決算短信

－ 13 －



（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりです。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（平成22年４月１日から 
平成23年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成23年４月１日から 
平成24年３月31日まで） 

１株当たり純資産額 円 1,932.74

１株当たり当期純損失金額 円 △67.24

１株当たり純資産額 円 1,670.68

１株当たり当期純損失金額 円 △255.67

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載していません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載していません。 

  
前連結会計年度 

（平成22年４月１日から 
平成23年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成23年４月１日から 
平成24年３月31日まで） 

当期純損失（百万円）  △1,222  △4,647

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（百万円）  △1,222  △4,647

期中平均株式数（千株）  18,176  18,176

（重要な後発事象）
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（1）役員の異動 

役員の異動については、本日（平成24年５月15日）公表した「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」をご

参照ください。 

（2） 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）  

４．その他

  

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 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

平成23年４月 
～平成23年６月 

平成23年７月
～平成23年９月 

平成23年10月
～平成23年12月 

平成24年１月 
～平成24年３月 

平成23年４月
～平成24年３月 

売上高（百万円）  4,101 3,580 2,886  2,828 13,396

売上総利益（百万円）  846 896 690  625 3,057

営業損失（△）（百万円）  △585 △563 △603  △637 △2,388

経常損失（△）（百万円）  △709 △692 △537  △549 △2,487

税金等調整前四半期（当期） 

純損失（△）（百万円） 
 △709 △692 △852  △555 △2,808

四半期（当期）純損失（△） 

（百万円） 
 △706 △702 △996  △2,243 △4,647

１株当たり四半期（当期）純

損失（△）（円） 
 △38.85 △38.60 △54.82  △123.40 △255.67

総資産（百万円）  37,519 35,478 34,259  32,664 32,664

純資産（百万円）  34,343 33,270 32,266  30,366 30,366

受注高（百万円）  4,041 1,887 3,158  2,972 12,059
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（3）生産、受注及び販売の状況  

① 生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。 

（注）１．金額は販売価格によっています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

② 受注状況 

 当連結会計年度の受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりです。 

（注）１．金額は販売価格によっています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

③ 販売実績  

 当連結会計年度の販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

品目 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ワイヤボンダ  6,935  52.1

ダイボンダ  4,570  73.0

テープボンダ、フリップチップボン

ダ、その他装置 
 558  159.8

補修部品  1,090  93.7

合計  13,154  62.4

品目 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

ワイヤボンダ  5,911  45.4  1,136  51.3

ダイボンダ  4,480  83.2  658  70.4

テープボンダ、フリ

ップチップボンダ、

その他装置 

 584  101.2  277  109.7

補修部品  1,084  104.3  46  88.6

合計  12,059  60.2  2,117  61.3

品目 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ワイヤボンダ  6,990  53.6

ダイボンダ  4,756  77.0

テープボンダ、フリップチップボン

ダ、その他装置 
 559  161.5

補修部品  1,090  89.4

合計  13,396  64.5

㈱新川（6274）平成24年３月期決算短信

－ 16 －


	サマリー情報120514
	添付書類120514



