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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 616 △58.5 △356 ― △350 ― △360 ―

24年3月期第1四半期 1,485 △39.8 △78 ― △64 ― △83 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △378百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △124百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △63.88 ―

24年3月期第1四半期 △14.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 10,750 9,899 92.1
24年3月期 11,093 10,334 93.2

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  9,898百万円 24年3月期  10,333百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 5,800 23.8 150 ― 200 ― 150 ― 26.56



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.２「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 (3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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きの対象外であり、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 
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 5,778,695 株 24年3月期 5,778,695 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 130,098 株 24年3月期 130,098 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 5,648,597 株 24年3月期1Q 5,649,045 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における世界経済は、米国では雇用や住宅市場に僅かな改善が見られたものの緩慢な

回復に留まり、欧州では金融危機の深刻化により景気後退が続くなど、欧米経済の景気の先行きに警戒感が高まり

ました。一方、中国、インドなどの新興国においても欧米諸国向け輸出の減速により、高度成長に陰りが見られる

ようになりました。  

 半導体業界におきましては、景気停滞によるパソコンやデジタル家電の世界的な販売不振により、半導体市況は

依然として低迷が続きましたが、スマートフォンやタブレット端末などモバイル機器の市場拡大を背景に、大手半

導体メーカーやファウンドリー（受託生産会社）が設備投資を活性化させたことから、製造装置の需要も上向き始

めました。  

 このような状況の中で、中国、マレーシア、台湾などアジアの主要市場において、各種ハンドラやテスタの受注

に注力しましたが、円高による価格競争力の低下により厳しい受注環境が続きました。  

 以上の結果、受注高は8億36百万円（前年同期比50.7％減）、売上高は6億16百万円（同58.5％減）となりまし

た。製品別売上高はハンドラ1億65百万円（同81.6％減）、テスタ1億77百万円（同36.8％減）、パーツ等2億73百

万円（同11.3％減）となりました。  

 損益面は、諸経費の削減など引き続き固定費の圧縮を図ってきましたが、売上の低迷や円高による採算性の悪化

などにより、営業損失は3億56百万円（前年同期は営業損失78百万円）、経常損失は3億50百万円（同経常損失64百

万円）、四半期純損失は3億60百万円（同四半期純損失83百万円）となりました。   

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売上の低迷に伴い売上債権が減少したことなどから、前連結会

計年度末に比べ3億42百万円減少し、107億50百万円となりました。  

 負債は、買掛金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ92百万円増加し、8億50百万円となりまし

た。  

 純資産は、四半期純損失の計上、配当金の支払に伴う利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ4

億35百万円減少し、98億99百万円となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月15日に発表しました平成25年３月期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 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,641 2,548

受取手形及び売掛金 1,489 1,216

有価証券 245 441

製品 132 200

仕掛品 888 842

原材料 574 567

未収消費税等 55 7

未収還付法人税等 27 29

その他 33 46

貸倒引当金 △25 △24

流動資産合計 6,063 5,874

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,613 2,611

減価償却累計額 △1,973 △1,983

建物及び構築物（純額） 640 627

機械装置及び運搬具 297 297

減価償却累計額 △281 △281

機械装置及び運搬具（純額） 16 15

工具、器具及び備品 872 876

減価償却累計額 △825 △830

工具、器具及び備品（純額） 47 45

土地 1,897 1,896

有形固定資産合計 2,601 2,586

無形固定資産   

のれん 62 49

その他 37 31

無形固定資産合計 100 81

投資その他の資産   

投資有価証券 2,160 2,042

保険積立金 144 144

その他 29 28

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,327 2,208

固定資産合計 5,029 4,875

資産合計 11,093 10,750



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 48 148

リース債務 1 1

未払金 72 73

未払費用 151 163

未払法人税等 13 5

賞与引当金 128 85

製品保証引当金 13 10

その他 54 75

流動負債合計 482 562

固定負債   

リース債務 0 0

繰延税金負債 3 10

退職給付引当金 265 270

長期未払金 6 6

固定負債合計 276 287

負債合計 758 850

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,521 2,521

資本剰余金 3,370 3,370

利益剰余金 4,939 4,522

自己株式 △202 △202

株主資本合計 10,629 10,212

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 34 16

為替換算調整勘定 △330 △330

その他の包括利益累計額合計 △296 △314

少数株主持分 0 0

純資産合計 10,334 9,899

負債純資産合計 11,093 10,750



（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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,485 616

売上原価 1,177 611

売上総利益 307 4

販売費及び一般管理費   

販売手数料 19 15

荷造運搬費 18 7

役員報酬 33 28

給料手当及び賞与 90 94

法定福利費 19 15

賞与引当金繰入額 27 23

減価償却費 4 3

研究開発費 68 73

貸倒引当金繰入額 0 －

のれん償却額 12 12

その他 91 87

販売費及び一般管理費合計 386 361

営業損失（△） △78 △356

営業外収益   

受取利息 12 10

受取配当金 7 7

投資有価証券売却益 0 －

負ののれん償却額 12 －

その他 0 1

営業外収益合計 32 19

営業外費用   

為替差損 18 12

その他 0 0

営業外費用合計 18 13

経常損失（△） △64 △350

特別損失   

固定資産除却損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純損失（△） △64 △350

法人税、住民税及び事業税 19 3

法人税等調整額 △0 7

法人税等合計 19 10

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △83 △360

少数株主利益 0 0

四半期純損失（△） △83 △360



（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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △83 △360

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36 △17

為替換算調整勘定 △3 △0

その他の包括利益合計 △40 △17

四半期包括利益 △124 △378

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △124 △378

少数株主に係る四半期包括利益 0 △0



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。      

   

 受注及び販売の状況 

(1) 受注実績 
  

  （注）1．金額は販売価格によっております。 

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注残高 
  

 （注）1．金額は販売価格によっております。 

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 
  

 （注）1．金額は販売価格によっております。 

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

  

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日)  

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  304  △69.9

テスタ  164  △63.9

パーツ等  368  58.1

合計  836  △50.7

  

  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成24年６月30日) 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  339  △66.0

テスタ  254  △49.1

パーツ等  190  127.8

合計  784  △50.4

  

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
  至 平成24年６月30日)  

金額 
（百万円）  

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  165  △81.6

テスタ  177  △36.8

パーツ等  273  △11.3

合計  616  △58.5
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