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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 704 △34.7 △251 ― △244 ― △280 ―
24年3月期第2四半期 1,079 △29.9 △77 ― △71 ― △80 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △284百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △81百万円 （―％）

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2四半期 △5,435.20 ―
24年3月期第2四半期 △1,557.47 ―

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

25年3月期第2四半期 7,737 7,038 91.0 136,220.76
24年3月期 7,997 7,374 92.2 142,720.06
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  7,038百万円 24年3月期  7,374百万円

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 ― 1,000.00 1,000.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 1,000.00 1,000.00

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 1,950 △36.7 △240 ― △230 ― △270 ― △5,225.17



(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.3「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に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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おります業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、リスクや不確実な要素を 
含んでおり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があることをご承
知おきください。なお、上記予想に関する事項は、【添付資料】P.2「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。 

※  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2Q 51,673 株 24年3月期 51,673 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 51,673 株 24年3月期2Q 51,673 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我が国経済は、世界景気の減速等を背景として、回復の動きに足踏みがみら

 れ、国内においても長引く円高、デフレの影響などもあり、景気は更に厳しい状況で推移いたしました。 

  また、欧州における債務危機を巡る不確実性も高まっており、これらを背景とした金融資本市場の変動や海外景

 気の下振れ等によって、我が国の景気が更に下押しされる懸念もあり、先行きはより一層不透明感を増す状況とな

 りました。 

  一方、当社グループの主要顧客が属するデジタル家電業界においても、新規の設備投資が引き続き抑制される状

 況で推移いたしました。 

  このような状況の下、当社グループは、カメラ用撮像素子モジュール関連及びスマートフォン、タブレット等に

 使用される中小型フラットパネルディスプレイ関連の他に、車載用の二次電池関連などの新規需要に対応した受注

 活動に積極的に注力してまいりました。 

  しかしながら、設備投資抑制による影響が大きく、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、７億

 ４百万円（前年同四半期比34.7％減）となりました。 

  これを製品別にみますとＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置では２億９千４百万円（前年同四半期

 比6.3％減）、半導体関連装置他では、４億１千万円（前年同四半期比46.4％減）となりました。  

  また、利益面におきましては、売上高の減少や原価率の悪化等により、営業損失は２億５千１百万円(前年同四 

 半期は営業損失７千７百万円)、経常損失は２億４千４百万円（前年同四半期は経常損失７千１百万円）、四半期 

 純損失は２億８千万円（前年同四半期は四半期純損失８千万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当社グループの当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて２億６千万円減少 

 し、77億３千７百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加５億９千万円、受取手形及び売掛金 

 の減少10億８千７百万円、棚卸資産の増加２億４千７百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度 

 末に比べて７千５百万円増加し６億９千８百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の増加１ 

 億１千５百万円であります。純資産は前連結会計年度末に比べて３億３千５百万円減少の70億３千８百万円とな 

 りました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の92.2％から91.0％へと減少しました。 

  

（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残高は、前連結会計年度末に比べて５億９千万円増加 

 し、42億１千３百万円となりました。  

(ア)営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失２億４千４百万円に対し、売上債権の減少 

 10億８千７百万円、たな卸資産の増加２億４千７百万円、仕入債務の増加１億１千５百万円等により、６億５千 

 ８百万円の獲得（前年同四半期は10億１千６百万円の獲得）となりました。    

(イ)投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出１千万円等により、１千３百万円の支 

 出（前年同四半期は２百万円の支出）となりました。 

(ウ)財務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・フローは、配当金の支払による支出５千２百万円等により、５千４百万円の支出 

 （前年同四半期は１億３千万円の支出）となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年３月期通期の連結業績予想については、平成24年５月７日の決算短信で公表いたしました連結業績予想

 を修正しております。詳細につきましては、平成24年10月25日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

 照ください。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間から、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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

   

 （４）追加情報   

   （表示方法の変更）  

    従来、貸倒引当金戻入額について営業外収益として表示しておりましたが、第１四半期連結累計期間から販売費

   及び一般管理費として表示する方法に変更いたしました。 

    この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っており

   ます。この結果、組替えを行う前と比べて前第２四半期連結累計期間の営業損失は、10,647千円減少しておりま 

   す。  

  

  

該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,623,238 4,213,448

受取手形及び売掛金 1,929,133 841,417

仕掛品 365,471 614,334

原材料 16,437 15,077

繰延税金資産 33,683 －

その他 14,153 47,764

貸倒引当金 △15,000 △800

流動資産合計 5,967,117 5,731,241

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 926,821 903,615

土地 1,013,925 1,013,925

建設仮勘定 498 8,574

その他（純額） 48,124 40,082

有形固定資産合計 1,989,369 1,966,198

無形固定資産 5,392 10,962

投資その他の資産 35,771 28,743

固定資産合計 2,030,533 2,005,905

資産合計 7,997,651 7,737,146
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 356,184 471,648

未払法人税等 9,023 6,725

未払消費税等 23,341 2,165

賞与引当金 31,756 47,307

製品保証引当金 27,733 24,362

その他 69,581 68,422

流動負債合計 517,620 620,631

固定負債   

役員退職慰労引当金 102,420 73,749

その他 2,837 3,830

固定負債合計 105,257 77,580

負債合計 622,878 698,211

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,684,420 1,684,420

資本剰余金 1,597,920 1,597,920

利益剰余金 4,097,376 3,764,850

株主資本合計 7,379,716 7,047,190

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,943 △8,255

その他の包括利益累計額合計 △4,943 △8,255

純資産合計 7,374,773 7,038,935

負債純資産合計 7,997,651 7,737,146
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,079,318 704,774

売上原価 909,491 736,650

売上総利益又は売上総損失（△） 169,826 △31,876

販売費及び一般管理費 247,120 220,055

営業損失（△） △77,294 △251,932

営業外収益   

受取利息 1,184 1,086

保険返戻金 1,832 2,726

その他 3,793 3,501

営業外収益合計 6,810 7,314

営業外費用   

コミットメントフィー 802 －

雑損失 620 －

営業外費用合計 1,422 －

経常損失（△） △71,905 △244,618

税金等調整前四半期純損失（△） △71,905 △244,618

法人税、住民税及び事業税 2,254 2,363

法人税等調整額 6,319 33,871

法人税等合計 8,573 36,234

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,479 △280,853

四半期純損失（△） △80,479 △280,853
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,479 △280,853

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,308 △3,312

その他の包括利益合計 △1,308 △3,312

四半期包括利益 △81,787 △284,165

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △81,787 △284,165

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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損失（△） △71,905 △244,618

減価償却費 44,308 37,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,647 △14,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,450 15,551

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,224 △3,370

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,939 △28,671

受取利息及び受取配当金 △1,285 △1,237

売上債権の増減額（△は増加） 1,351,905 1,087,716

たな卸資産の増減額（△は増加） △382,549 △247,502

仕入債務の増減額（△は減少） 134,418 115,463

その他 △38,903 △55,526

小計 1,019,626 661,264

利息及び配当金の受取額 1,010 1,111

法人税等の支払額 △3,962 △4,018

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,016,673 658,358

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 △5,910 △10,326

投資有価証券の取得による支出 △692 △738

その他 4,236 △2,883

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,366 △13,948

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △129,305 △52,786

その他 △1,617 △1,413

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,922 △54,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 883,384 590,209

現金及び現金同等物の期首残高 3,302,399 3,623,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,185,784 4,213,448
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 当社グループは、ファインピッチ実装技術を核とした製造装置等を開発・製造・販売する事業のみの単一セグメ 

ントとなりますため、記載を省略しております。     

   

   

    該当事項はありません。 

  

以 上

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象
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