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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）

 (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 1,209 △10.2 156 △30.7 145 △33.4 134 △35.8
24年３月期第１四半期 1,347 6.0 226 157.4 219 183.1 209 179.3

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 216百万円(△2.5％) 24年３月期第１四半期 221百万円(180.4％)

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 17 37 － －
24年３月期第１四半期 27 05 － －

 (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 ％

25年３月期第１四半期 8,059 5,429 67.4
24年３月期 7,693 5,267 68.5

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 5,429百万円 24年３月期 5,267百万円

2. 配当の状況

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 － － 7 00 7 00

25年３月期 － －

25年３月期(予想) 0 00 － － 5 00 5 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、通期は対前期、四半期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２四半期(累計) 2,232 △12.0 17 △94.7 7 △97.5 1 △99.5 0 19
通期 4,800 2.0 247 △43.1 226 △46.0 197 △52.3 25 57



   
※ 注記事項 

   

   

   

(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、四半期連結財務諸表のレビュー手続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。 

  

(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

 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 7,800,000株 24年３月期 7,800,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 59,779株 24年３月期 59,779株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 7,740,221株 24年３月期１Ｑ 7,740,221株
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

 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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

１．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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２．四半期連結財務諸表 
(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 1,594,868 1,517,975

受取手形及び売掛金 1,458,506 1,629,011

有価証券 － 200,000

製品 142,402 128,563

仕掛品 282,255 294,971

原材料及び貯蔵品 658,277 638,217

その他 85,948 106,418

貸倒引当金 △1,497 △1,578

流動資産合計 4,220,762 4,513,579

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,208,658 1,202,035

機械装置及び運搬具（純額） 728,031 813,245

土地 1,068,870 1,068,870

リース資産（純額） 58,657 55,943

建設仮勘定 160,181 164,882

その他（純額） 32,508 32,620

有形固定資産合計 3,256,907 3,337,597

無形固定資産 32,019 34,837

投資その他の資産   

その他 186,003 175,067

貸倒引当金 △1,840 △1,840

投資その他の資産合計 184,163 173,227

固定資産合計 3,473,090 3,545,661

資産合計 7,693,852 8,059,241
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（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 172,915 327,941

短期借入金 848,072 966,072

リース債務 12,498 12,498

未払法人税等 13,644 14,894

賞与引当金 68,679 34,095

その他 168,669 197,361

流動負債合計 1,284,478 1,552,863

固定負債   

長期借入金 989,172 919,804

リース債務 51,287 48,163

退職給付引当金 77,843 83,474

役員退職慰労引当金 22,369 24,138

その他 1,502 1,486

固定負債合計 1,142,175 1,077,066

負債合計 2,426,653 2,629,930

純資産の部   

株主資本   

資本金 829,350 829,350

資本剰余金 1,015,260 1,015,260

利益剰余金 3,606,551 3,686,819

自己株式 △32,608 △32,608

株主資本合計 5,418,554 5,498,822

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,845 △20,848

為替換算調整勘定 △144,510 △48,662

その他の包括利益累計額合計 △151,355 △69,511

純資産合計 5,267,198 5,429,310

負債純資産合計 7,693,852 8,059,241
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(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 1,347,168 1,209,123

売上原価 879,361 801,884

売上総利益 467,806 407,239

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 59,325 55,951

賞与引当金繰入額 12,648 11,856

役員退職慰労引当金繰入額 1,740 1,768

退職給付費用 4,977 3,424

貸倒引当金繰入額 823 －

その他 161,747 177,296

販売費及び一般管理費合計 241,262 250,297

営業利益 226,543 156,942

営業外収益   

受取利息 81 162

受取配当金 1,090 710

技術指導料 2,242 －

受取販売奨励金 3,372 －

償却債権取立益 5,679 －

その他 932 4,796

営業外収益合計 13,397 5,668

営業外費用   

支払利息 6,572 5,922

為替差損 9,124 10,339

売上割引 4,961 －

その他 37 376

営業外費用合計 20,696 16,638

経常利益 219,245 145,973

特別損失   

固定資産除却損 513 117

特別損失合計 513 117

税金等調整前四半期純利益 218,732 145,855

法人税、住民税及び事業税 8,126 11,210

法人税等調整額 1,207 195

法人税等合計 9,333 11,405

少数株主損益調整前四半期純利益 209,398 134,449

四半期純利益 209,398 134,449
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 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利益 209,398 134,449

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,847 △14,003

為替換算調整勘定 22,268 95,847

その他の包括利益合計 12,420 81,844

四半期包括利益 221,818 216,293

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 221,818 216,293
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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
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当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) 1.金額は販売価格によっております。 

 2.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) 金額は消費税等を含んでおりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) 1.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
 2.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

３．補足情報

（1）生産、受注及び販売の状況

  ① 生産実績

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比(％)

 半導体 1,137,773 △9.3

 その他 26,392 △23.3

合計 1,164,166 △9.7

  ② 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

 半導体 1,321,654 △0.2 1,066,471 △22.3

 その他 78,394 ＋27.5 24,243 △36.3

合計 1,400,049 ＋1.0 1,090,714 △22.6

  ③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

 半導体 1,131,736 △11.9

 その他 77,387 23.9

合計 1,209,123 △10.2

相手先 前年同期(千円) 割合(％) 当第１四半期(千円) 割合(％)

Applied Materials,  Inc. 348,296 25.9 371,227 30.7

Taiｗan Semiconductor 
Manufacturing Co.,Ltd.

187,277 13.9 228,989 18.9
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