
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   
  

 
   
  

 
       

 
 

(％表示は、対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満四捨五入)

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）

（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 8,326 8.4 △592 － △649 － △726 －
24年３月期第２四半期 7,681 △35.5 △1,148 － △1,401 － △1,408 －

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △1,040百万円( － ％) 24年３月期第２四半期 △1,769百万円( － ％)

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 △39.93 －
24年３月期第２四半期 △77.45 －

（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２四半期 31,588 29,235 92.6
24年３月期 32,664 30,366 93.0

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 29,235百万円 24年３月期 30,366百万円

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 － 5.00 5.00

25年３月期 － 0.00

25年３月期(予想) － 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期第３四半期（累計）の連結業績予想（平成24年４月１日～平成24年12月31日）

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３四半期(累計) 10,300 △2.5 △1,470 － △1,430 － △1,510 － △83.08

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

   
  

   

   

   
  

   
  

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(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 ： 有

（注）詳細は、添付資料3ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

（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 ： 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 20,047,500株 24年３月期 20,047,500株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,871,941株 24年３月期 1,871,699株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 18,175,693株 24年３月期２Ｑ 18,175,870株

※ 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

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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およ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。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料2ページ「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。 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
四半期決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、南欧諸国の債務問題深刻化に伴う独仏経済の成長鈍化、米国にお

ける「財政の崖」懸念による企業心理の冷え込みを背景に、世界経済を牽引してきた中国においても、内外需双方

の伸び悩みが鮮明になるなど、先行きの不透明感が一段と強まることとなりました。 

半導体業界においては、欧州や中国などの景気減速を背景に、パソコンなどの消費者向け製品需要の伸び悩みに加

え、堅調に推移していたモバイル機器関連の需要も、今夏以降減速傾向となりました。このため、セットメーカー

による生産の抑制傾向が続き、半導体メーカーにおいても設備投資を抑えるなど、慎重な姿勢が見られました。 

このような状況のもと、当社グループは、グローバル化の推進と新市場の開拓を目的とした営業体制の再編を実施

し、従来からの半導体分野に加え、電子部品分野、フリップチップ工法による高付加価値半導体分野への積極的な

拡販に努めるとともに、タイの洪水により休止していた委託生産の再開やグローバル調達の拡大などにより、コス

ト構造の変革を進めました。 

これらの結果、電子部品分野において一定の成果を上げることはできたものの、７月以降顧客の設備投資抑制の影

響を受け、堅調に推移していたスマートフォン関連デバイス向けの受注も低迷しました。利益面では、コスト構造

の変革は着実に進展しているものの、収益性の回復に向けた取り組みは未だ途上にあり、また円高の継続などによ

り、依然として厳しい状態が続きました。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高8,326百万円（前年同期比8.4％増）、営業損失592百万円（前年同期は

営業損失1,148百万円）、経常損失649百万円（前年同期は経常損失1,401百万円）、四半期純損失726百万円（前年

同期は四半期純損失1,408百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より1,076百万円減少し、31,588百万円となりました。

主な増加は、現金及び預金1,232百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金1,233百万円、仕掛品480百万円お

よび投資有価証券443百万円です。 

負債合計は、前連結会計年度末より55百万円増加し、2,353百万円となりました。主な増減は、買掛金の増加232百

万円です。 

純資産は、前連結会計年度末より1,131百万円減少し、29,235百万円となりました。主な増減は、四半期純損失の計

上および配当金の支払いによる利益剰余金の減少817百万円です。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の93.0％から92.6％となりました。 

  

（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の四半期末残高は、前連結会計年度末より1,331百万円増加

し、10,151百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間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、2,094百万円の収入（前年同期は663百万円の支出）となりました。その主

な要因は、売上債権の減少額1,185百万円、たな卸資産の減少額823百万円および減価償却費295百万円の資金の増加

によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、653百万円の支出（前年同期は240百万円の支出）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598百万円の資金の増加に対し、タイ生産子会社に対する貸付けによる支出517

百万円および定期預金の預入による支出504百万円の資金の減少によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出（前年同期は92百万円の支出）となりました。その主な要

因は、配当金の支払額90百万円によるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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半導体業界においては、パソコン用新型基本ソフトの発売やスマートフォンの新製品発売などにより、ウルトラブ

ックなどのパソコンやモバイル機器関連の需要が拡大するものと期待されています。一方、先進国による追加金融

緩和策の決定に加え、大干ばつの影響で穀物価格が高騰したことなどにより、新興国においてインフレ懸念が高ま

るなど、依然として、半導体需要を左右する世界景気の下押し要因が散見されます。 

このような状況のもと、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３四半期

連結累計期間の業績予測を開示します。 

第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高10,300百万円（前年同期比2.5％減）、営業損失1,470百万

円（前年同期は営業損失1,751百万円）、経常損失1,430百万円（前年同期は経常損失1,938百万円）、四半期純損失

1,510百万円（前年同期は四半期純損失2,404百万円）を見込んでいます。 

なお、為替の想定換算レートは、79円／米ドルです。 

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。 

  

連結子会社の税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。 

なお、連結子会社の法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しています。 

  

（３）連結業績予想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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算
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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 9,393 10,625

受取手形及び売掛金 5,713 4,481

商品及び製品 3,717 3,428

仕掛品 1,704 1,224

原材料及び貯蔵品 490 438

その他 538 808

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 21,553 21,001

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,929 4,929

その他（純額） 1,787 1,790

有形固定資産合計 6,716 6,719

無形固定資産   

その他 155 77

無形固定資産合計 155 77

投資その他の資産   

投資有価証券 3,903 3,460

その他 341 335

貸倒引当金 △4 △3

投資その他の資産合計 4,240 3,791

固定資産合計 11,111 10,587

資産合計 32,664 31,588

負債の部   

流動負債   

買掛金 770 1,002

未払法人税等 43 65

引当金 172 179

その他 273 273

流動負債合計 1,258 1,519

固定負債   

退職給付引当金 566 540

その他 474 294

固定負債合計 1,040 834

負債合計 2,298 2,353
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（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) 

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 15,979 15,162

自己株式 △3,149 △3,149

株主資本合計 30,097 29,280

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 730 444

為替換算調整勘定 △461 △489

その他の包括利益累計額合計 269 △45

純資産合計 30,366 29,235

負債純資産合計 32,664 31,588
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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：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 7,681 8,326

売上原価 5,939 6,305

売上総利益 1,742 2,021

販売費及び一般管理費   

営業サービス費 162 173

従業員給料及び賞与 510 485

退職給付費用 42 14

試験研究費 1,026 877

製品保証引当金繰入額 101 106

その他 1,048 959

販売費及び一般管理費合計 2,890 2,614

営業損失（△） △1,148 △592

営業外収益   

受取利息 5 9

受取配当金 26 26

助成金収入 － 42

その他 16 18

営業外収益合計 46 95

営業外費用   

為替差損 298 151

その他 1 0

営業外費用合計 299 151

経常損失（△） △1,401 △649

特別損失   

固定資産除却損 － 2

損害賠償金 － ※  11

特別損失合計 － 14

税金等調整前四半期純損失（△） △1,401 △662

法人税、住民税及び事業税 51 49

法人税等調整額 △44 15

法人税等合計 6 63

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,408 △726

四半期純損失（△） △1,408 △726
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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：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（△） △1,408 △726

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △174 △286

為替換算調整勘定 △187 △28

その他の包括利益合計 △361 △314

四半期包括利益 △1,769 △1,040

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,769 △1,040

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：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) 

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（△） △1,401 △662

減価償却費 354 295

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84 △24

その他の引当金の増減額（△は減少） △76 7

受取利息及び受取配当金 △31 △35

為替差損益（△は益） △33 14

固定資産除却損 － 2

売上債権の増減額（△は増加） 1,649 1,185

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,417 823

仕入債務の増減額（△は減少） △102 275

その他 377 177

小計 △599 2,058

利息及び配当金の受取額 29 31

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △93 5

営業活動によるキャッシュ・フロー △663 2,094

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 △440 △504

定期預金の払戻による収入 433 598

有形固定資産の取得による支出 △184 △224

有形固定資産の売却による収入 1 －

無形固定資産の取得による支出 △56 △9

子会社株式の取得による支出 △6 －

貸付けによる支出 △7 △517

貸付金の回収による収入 17 7

その他の支出 △84 △28

その他の収入 87 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △240 △653

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 △0 △0

配当金の支払額 △92 △90

財務活動によるキャッシュ・フロー △92 △90

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,081 1,331

現金及び現金同等物の期首残高 11,477 8,821

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,397 10,151
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

※ 顧客の製品製造費用の一部を負担することによる損害賠償金91百万円と、海外PL保険契約に基づいて支払われた保

険金80百万円を相殺して計上しています。 

  

（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）その他の注記事項

(四半期連結損益計算書関係)
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平成24年３月期(連結) 

 
  

平成25年３月期(連結) 

 
  

４．補足情報

近における四半期毎の業績の推移

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

 

第１四半期 第２四半期

平成24年４月
～平成24年６月

平成24年７月
～平成24年９月

売上高 (百万円) 5,049 3,277

売上総利益 (百万円) 1,245 777

営業損失(△) (百万円) △56 △536

経常損失(△) (百万円) △98 △551

税金等調整前四半期(当期) 
純損失(△) (百万円)

△109 △554

四半期(当期)純損失(△) 
(百万円)

△155 △571

１株当たり四半期(当期) 
純損失(△) (円)

△8.52 △30.09

総資産 (百万円) 32,930 31,588

純資産 (百万円) 30,003 29,235

受注高 (百万円) 5,880 2,054
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