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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年12月期第３四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年 12月期第３四半期 3,535 △52.9 △1,153 － △1,123 － △1,242 －
23年12月期第３四半期 7,500 8.1 △49 － △77 － △182 －

（注） 包括利益   24年12月期第３四半期 △1,244百万円（－％）  23年12月期第３四半期 203百万円（－％） 

 

 
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

24年 12月期第３四半期 △365.37 －
23年12月期第３四半期 △53.70 －

 
（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 ％ 

24年 12月期第３四半期 9,467 4,689 49.3 
23年 12月期 10,203 5,932 58.1 

（参考）自己資本    24年12月期第３四半期 4,669百万円       23年12月期 5,924百万円 

 
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   
23年 12月期 － 0.00 － 3.00 3.00   
24年 12月期 － 0.00 －   

24年 12月期(予想)   0.00 0.00   

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有・無 

 
３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通  期 6,413 △36.9 △808 － △803 － △919 － △270.32

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有・無 

 



 

４．その他  
 

（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） 
：有・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・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・無 

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 

③ 会計上の見積りの変更 ：有・無 

④ 修正再表示 ：有・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) 24年12月期３Ｑ 3,400,000株 23年12月期 3,400,000株

② 期末自己株式数 24年12月期３Ｑ 416株 23年12月期 349株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年12月期３Ｑ 3,399,617株 23年12月期３Ｑ 3,399,666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財務諸表の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 

（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。業績予想の前提となる条件
及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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復興需要に支えられ緩やかに回復を続け

てきましたが、欧州債務危機を背景とする金融不安の再燃や長引く円高の影響により、先行き不透明な状態で推移

いたしました。 

 このような経営環境のなか、当社グループは半導体製造装置などの営業強化、新規装置開発に取り組むととも

に、全社的にコスト削減に取り組んでまいりました。  

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は3,535百万円（前年同期比52.9％減）、営業損失1,153

百万円（前年同期は営業損失49百万円）、経常損失1,123百万円（前年同期は経常損失77百万円）、四半期純損失

1,242百万円（前年同期は四半期純損失182百万円）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①プロセス機器事業 

 液晶製造装置部門は、液晶テレビ需要の低迷によりカラーフィルター製造装置が激減したため、当部門の売上高

は688百万円（前年同期比81.0％減）となりました。 

 半導体関連機器部門につきましては、大型装置の出荷、検収が当期の後半に予定されており、当部門の売上高は

1,835百万円（前年同期比31.8％減）となりました。 

 この結果、プロセス機器事業の売上高は2,523百万円（前年同期比60.0％減）、営業損失1,138百万円（前年同期

は営業損失47百万円）となりました。 

②金型・樹脂成形事業 

 金型・樹脂成形事業につきましては、デジタル家電製品向け材料を主体としておりますが、業界の業況厳しく製

品価格については厳しい状況が続いております。 

 以上の結果、金型・樹脂成形事業の売上高は1,011百万円（前年同期比15.1％減）、営業損失15百万円（前年同

期は営業損失２百万円）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間における資産の残高は94億67百万円となり、前連結会計年度に比べ７億36百万円の減

少となりました。これは、売上高減少に伴う「現金及び預金」および「受取手形及び売掛金」の減少が主な要因で

す。 

 当第３四半期連結会計期間における負債の残高は47億77百万円となり、前連結会計年度に比べ５億６百万円の増

加となりました。これは、「短期借入金」、「長期借入金」および「前受金」の増加が主な要因です。 

 当第３四半期連結会計期間における純資産の残高は46億89百万円となり、前連結会計年度に比べ12億43百万円の

減少となりました。これは、四半期純損失の計上等による「利益剰余金」の減少が主な要因です。    

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年12月期の業績予想につきましては、平成24年８月３日に公表いたしました「繰延税金資産の取崩し、平

成24年12月期第２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」から

変更はありません。   

 なお、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 

 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 

 税金費用については、当第３四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

用後の実行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行税率を乗じて計算しております。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

    

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
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 当社グループは、前連結会計年度及び当第３四半期連結累計期間において、継続的な営業損失が発生しておりま

す。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当該重要事象を解消するため、前連結会計年度に引き続き経費の削減、装置原価の低減、研究開発テーマの絞込み

等を実施し業績の改善を図ってまいります。当第３四半期連結会計期間での「現金及び預金」の残高は894百万円で

あり、取引銀行２行との当座貸越契約の当第３四半期連結会計期間の借入未実行残高は13億円であります。さらに当

第３四半期連結会計期間の自己資本比率も49.3％であり、資金面及び財務面に支障はないものと考えております。 

 以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、「継続企業の前提に関する注

記」の記載はしておりません。  

    

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23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,395,857 894,761

受取手形及び売掛金 2,088,281 1,390,522

たな卸資産 2,924,951 3,346,037

繰延税金資産 117,077 2,482

その他 49,952 181,150

貸倒引当金 △418 △263

流動資産合計 6,575,701 5,814,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,697,115 1,608,286

機械装置及び運搬具（純額） 385,071 346,967

土地 994,296 994,296

その他（純額） 139,623 198,517

有形固定資産合計 3,216,106 3,148,068

無形固定資産   

ソフトウエア 31,005 23,953

その他 6,942 6,706

無形固定資産合計 37,947 30,659

投資その他の資産   

投資有価証券 270,745 274,391

その他 165,005 368,322

貸倒引当金 △61,698 △169,031

投資その他の資産合計 374,052 473,682

固定資産合計 3,628,106 3,652,410

資産合計 10,203,808 9,467,102
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(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 1,244,001 1,320,967

短期借入金 1,009,700 1,406,100

未払金 488,343 357,910

未払法人税等 15,063 9,113

前受金 434,399 567,853

製品保証引当金 83,066 55,205

賞与引当金 12,979 63,436

その他 99,877 16,365

流動負債合計 3,387,430 3,796,953

固定負債   

長期借入金 430,490 589,030

退職給付引当金 26,323 31,186

役員退職慰労引当金 270,988 280,762

その他 155,643 79,879

固定負債合計 883,445 980,858

負債合計 4,270,875 4,777,811

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395,240 1,395,240

資本剰余金 1,909,398 1,909,398

利益剰余金 2,735,448 1,483,124

自己株式 △644 △674

株主資本合計 6,039,442 4,787,087

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,187 △3,423

為替換算調整勘定 △107,985 △114,021

その他の包括利益累計額合計 △115,172 △117,445

新株予約権 8,663 19,648

純資産合計 5,932,932 4,689,291

負債純資産合計 10,203,808 9,467,102
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,500,813 3,535,491

売上原価 6,273,673 3,427,484

売上総利益 1,227,139 108,006

販売費及び一般管理費 1,276,773 1,262,000

営業損失（△） △49,634 △1,153,993

営業外収益   

受取利息 2,326 6,224

受取配当金 1,105 1,162

受取賃貸料 7,123 3,161

為替差益 － 5,752

雇用調整助成金 － 40,950

その他 10,107 7,028

営業外収益合計 20,662 64,281

営業外費用   

支払利息 9,894 9,478

為替差損 32,484 －

リース解約損 － 18,541

その他 6,186 6,007

営業外費用合計 48,566 34,026

経常損失（△） △77,538 △1,123,738

特別利益   

固定資産売却益 185 793

特別利益合計 185 793

特別損失   

固定資産除却損 8,490 －

投資有価証券評価損 2,873 －

特別損失合計 11,363 －

税金等調整前四半期純損失（△） △88,715 △1,122,945

法人税等 93,858 119,179

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △182,574 △1,242,125

四半期純損失（△） △182,574 △1,242,125
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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（△） △182,574 △1,242,125

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,782 3,763

為替換算調整勘定 △19,610 △6,036

その他の包括利益合計 △21,392 △2,272

四半期包括利益 △203,967 △1,244,398

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △203,967 △1,244,398

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

    

 該当事項はありません。   

    

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．調整額は、セグメント間売上の消去であります。 

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．調整額は、セグメント間売上の消去であります。 

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

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

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２  プロセス機器

事業 
金型・樹脂 
成形事業 

売上高           

外部顧客への売上高  6,309,993  1,190,819  7,500,813  －  7,500,813

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  8,326  8,326  △8,326  －

計  6,309,993  1,199,145  7,509,139  △8,326  7,500,813

セグメント損失（△）   △47,440  △2,193  △49,634  －  △49,634

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１  

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２  プロセス機器

事業 
金型・樹脂 
成形事業 

売上高           

外部顧客への売上高  2,523,895  1,011,595  3,535,491  －  3,535,491

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  3,374  3,374  △3,374  －

計  2,523,895  1,014,969  3,538,865  △3,374  3,535,491

セグメント損失（△）   △1,138,141  △15,851  △1,153,993  －  △1,153,993

                  

タツモ㈱　（6266）　平成24年12月期　第３四半期決算短信

－8－



受注状況 

 当第３四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。  

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。  

  

５．補足情報

セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円） 

プロセス機器事業  3,469,742  2,661,472

  液晶製造装置  504,203  562,437

  半導体関連機器  2,965,538  2,099,035

金型・樹脂成形事業  1,038,150  131,882

合計  4,507,893  2,793,355
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