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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 1,347 △52.7 △567 ― △545 ― △609 ―

24年3月期第2四半期 2,846 △38.8 △202 ― △187 ― △284 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △616百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △352百万円 （―％）

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 △107.86 ―

24年3月期第2四半期 △50.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 10,408 9,661 92.8
24年3月期 11,093 10,334 93.2

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,660百万円 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  ：  有  

    詳細につきましては、本日（平成24年10月30日）公表いたしました「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 10.00 10.00

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  ：  有  
    詳細につきましては、本日（平成24年10月30日）公表いたしました「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

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 3,250 △30.6 △850 ― △820 ― △900 ― △159.33



(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2Q 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2Q 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2Q 5,648,597 株 24年3月期2Q 5,648,884 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世界経済は、米国では雇用や住宅市場に改善が見られたものの回復力は加速

せず、欧州では経済・金融情勢の混迷が続くなど、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、インドなどのアジア新興国においても、欧米諸国向け輸出の減速や国内消費の伸び悩みにより景気の減速傾向

が鮮明となりました。 

 半導体業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末などモバイル機器向け需要は順調に拡大しました

が、パソコンやデジタル家電向け需要は、新興国の景気減速による販売不振により、低調な推移となりました。 

半導体市場の低迷と世界景気の先行き不透明感の高まりにより、大手半導体メーカーやファウンドリー（受託生産

会社）による新規設備投資の凍結・抑制が一層強まりました。 

 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、設備投資減少を受けた製造装置需要の縮小と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14億32百万円（前年同期比46.2％減）、売上高は13億47百万円（同52.7％減）となりまし

た。製品別売上高はハンドラ4億円（同75.2％減）、テスタ3億79百万円（同43.4％減）、パーツ等5億67百万円

（同1.7％増）となりました。  

 損益面は、役員報酬や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、受注・売上の低迷による稼

働率低下や円高による採算性の悪化により、営業損失は5億67百万円（前年同期は営業損失2億2百万円）、経常損

失は5億45百万円（同経常損失1億87百万円）、四半期純損失は6億9百万円（同四半期純損失2億84百万円）となり

ました。 

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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6億84百万円減少し、104億8百万円となりました。  

 負債は、賞与引当金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ11百万円減少し、7億47百万円となりま

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6

億73百万円減少し、96億61百万円となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  世界的な景気減速懸念を背景に半導体市況の低迷と設備投資の不振が顕在化しており、厳しい受注環境が続いて

おります。当面本格的な設備投資の回復は見込めず、期初計画の達成が困難となりましたので、通期の業績予想お

よび配当予想を修正いたしました。  

 詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正及び配当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、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２四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 2,641 2,505

受取手形及び売掛金 1,489 1,175

有価証券 245 341

製品 132 206

仕掛品 888 765

原材料 574 546

未収消費税等 55 13

未収還付法人税等 27 9

その他 33 53

貸倒引当金 △25 △12

流動資産合計 6,063 5,603

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,613 2,598

減価償却累計額 △1,973 △1,980

建物及び構築物（純額） 640 618

機械装置及び運搬具 297 294

減価償却累計額 △281 △279

機械装置及び運搬具（純額） 16 14

工具、器具及び備品 872 876

減価償却累計額 △825 △834

工具、器具及び備品（純額） 47 41

土地 1,897 1,896

有形固定資産合計 2,601 2,571

無形固定資産   

のれん 62 37

その他 37 24

無形固定資産合計 100 61

投資その他の資産   

投資有価証券 2,160 2,024

保険積立金 144 126

その他 29 28

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,327 2,171

固定資産合計 5,029 4,804

資産合計 11,093 10,408



（単位：百万円）

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   

買掛金 48 97

リース債務 1 1

未払金 72 56

未払費用 151 140

未払法人税等 13 11

賞与引当金 128 84

製品保証引当金 13 13

その他 54 57

流動負債合計 482 460

固定負債   

リース債務 0 －

繰延税金負債 3 10

退職給付引当金 265 269

長期未払金 6 6

固定負債合計 276 286

負債合計 758 747

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 4,274

自己株式 △202 △202

株主資本合計 10,629 9,964

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 34 38

為替換算調整勘定 △330 △341

その他の包括利益累計額合計 △296 △303

少数株主持分 0 0

純資産合計 10,334 9,661

負債純資産合計 11,093 10,408



（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：百万円）

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 2,846 1,347

売上原価 2,277 1,218

売上総利益 568 129

販売費及び一般管理費   

販売手数料 43 28

荷造運搬費 33 15

役員報酬 63 63

給料手当及び賞与 182 176

法定福利費 33 27

賞与引当金繰入額 44 23

減価償却費 8 7

研究開発費 151 161

貸倒引当金繰入額 △2 △10

のれん償却額 25 25

その他 188 179

販売費及び一般管理費合計 770 696

営業損失（△） △202 △567

営業外収益   

受取利息 25 38

受取配当金 9 13

投資有価証券売却益 0 －

負ののれん償却額 24 －

その他 1 4

営業外収益合計 60 55

営業外費用   

為替差損 46 32

その他 0 0

営業外費用合計 46 33

経常損失（△） △187 △545

特別利益   

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

投資有価証券評価損 71 45

固定資産除却損 0 1

特別損失合計 71 47

税金等調整前四半期純損失（△） △258 △592

法人税、住民税及び事業税 25 9

法人税等調整額 △0 7

法人税等合計 25 17

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △284 △609

少数株主利益 0 0

四半期純損失（△） △284 △609



（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：百万円）

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（△） △284 △609

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27 4

為替換算調整勘定 △41 △11

その他の包括利益合計 △68 △7

四半期包括利益 △352 △616

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △352 △616

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２四半期連結会計期間 
（自 平成24年７月１日 
 至 平成24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)  

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  107  △71.8  411  △70.4

テスタ  200  △30.9  364  △51.1

パーツ等  287  △1.9  655  24.7

合計  595  △38.3  1,432  △46.2

  

  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成24年９月30日) 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  211  △67.8

テスタ  253  △36.9

パーツ等  183  44.8

合計  648  △45.2

  

  

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成24年７月１日 
 至 平成24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)  

  
金額 

（百万円） 
対前年同期増減率

（％） 
金額 

（百万円）  
対前年同期増減率

（％） 

ハンドラ  235  △67.4  400  △75.2

テスタ  201  △48.2  379  △43.4

パーツ等  294  17.8  567  1.7

合計  731  △46.3  1,347  △52.7
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