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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 26,448 38.2 11,436 73.9 11,346 76.3 6,243 74.8
24年3月期第3四半期 19,137 △4.4 6,577 378.7 6,434 469.8 3,571 290.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 6,262百万円 （77.4％） 24年3月期第3四半期 3,530百万円 （293.4％）

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3四半期 52,031.44 ―
24年3月期第3四半期 29,763.37 ―

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3四半期 48,528 23,615 48.7 196,793.32
24年3月期 47,497 18,312 38.6 152,605.33
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  23,615百万円 24年3月期  18,312百万円

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 ― 8,000.00 8,000.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 8,000.00 8,000.00

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 40,000 13.3 16,000 11.8 15,800 11.9 9,000 △0.4 75,000.00



(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 

(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、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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 120,000 株 24年3月期 120,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q ― 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3Q 120,000 株 24年3月期3Q 120,000 株
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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経済環境は、東日本大震災の復興需要等を背景に持ち直しの動きがみられた

ものの、欧州債務危機を巡る海外経済の不確実性や新興国経済の成長鈍化に加えて、近隣諸国との関係悪化等によ

り、先行きは不透明な状況が続いております。 

 半導体業界においては、パソコン需要の低迷やＤＲＡＭ価格の低迷等により、ＤＲＡＭ及びフラッシュメモリー

向けの設備投資には一部慎重な姿勢もみられましたが、スマートフォンやタブレット型端末等の需要増加により、

半導体の高性能化・低消費電力を可能にする微細化技術関連投資を進める動きは堅調に推移しております。 

 このような環境のもとで、当社グループは、主力の電子ビームマスク描画装置等の拡販に努めてまいりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 千円(前年同期比7,311,242千円増)となりまし

た。 

 また、損益面につきましては、本社及び沼津事業所の移転に伴う特別損失を 千円計上しましたが、当第

３四半期連結累計期間における四半期純利益は 千円(前年同期比 千円増)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末における資産は、 千円(前連結会計年度末比 千円増)となりま

した。 

 これはグループ預け金、有価証券及び仕掛品等が増加した一方で、現金及び預金、受取手形及び売掛金等が減少

したことが主な要因となっております。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、 千円(前連結会計年度末比4,271,225千円減)となりま

した。これは買掛金及び未払法人税等が減少した一方で、前受金等が増加したことが主な要因となっております。

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、 千円(前連結会計年度末比 千円増)となり

ました。これは利益剰余金の増加が主な要因となっております。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点におきまして、平成24年10月25日公表の予想に変更はありません。 

 上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

   

   

（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 

  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 

  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

26,448,272

907,764

6,243,772 2,672,168

48,528,673 1,031,335

24,913,474

23,615,198 5,302,559

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,448,543 6,964,401

グループ預け金 － 10,000,000

受取手形及び売掛金 13,407,463 5,420,527

有価証券 5,000,000 10,000,000

仕掛品 7,128,273 9,345,427

繰延税金資産 1,411,096 1,523,903

その他 284,094 351,356

流動資産合計 41,679,472 43,605,617

固定資産   

有形固定資産 4,602,224 3,912,875

無形固定資産 732,086 619,671

投資その他の資産 483,555 390,509

固定資産合計 5,817,866 4,923,056

資産合計 47,497,338 48,528,673

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,546,455 7,764,340

1年内返済予定の長期借入金 1,500,000 1,000,000

未払法人税等 4,340,319 1,841,977

前受金 6,596,895 7,247,664

製品保証引当金 304,380 909,429

役員賞与引当金 22,995 －

事務所移転費用引当金 － 349,526

その他 1,764,048 1,648,017

流動負債合計 24,075,094 20,760,954

固定負債   

長期借入金 3,000,000 2,000,000

退職給付引当金 1,361,810 1,478,220

資産除去債務 252,703 257,070

その他 495,090 417,229

固定負債合計 5,109,604 4,152,519

負債合計 29,184,699 24,913,474

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,486,000 6,486,000

資本剰余金 1,986,000 1,986,000

利益剰余金 9,885,142 15,168,915

株主資本合計 18,357,142 23,640,915

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △44,503 △25,716

その他の包括利益累計額合計 △44,503 △25,716

純資産合計 18,312,639 23,615,198

負債純資産合計 47,497,338 48,528,673
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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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 19,137,030 26,448,272

売上原価 6,880,185 8,071,925

売上総利益 12,256,845 18,376,346

販売費及び一般管理費 5,678,883 6,939,822

営業利益 6,577,961 11,436,523

営業外収益   

受取利息 8,081 18,843

為替差益 － 13,841

受取賃貸料 10,147 1,000

その他 9,841 8,172

営業外収益合計 28,071 41,857

営業外費用   

支払利息 118,818 51,303

退職給付会計基準変更時差異の処理額 30,114 30,114

その他 22,373 50,685

営業外費用合計 171,306 132,103

経常利益 6,434,726 11,346,277

特別損失   

事務所移転費用 － 907,764

特別損失合計 － 907,764

税金等調整前四半期純利益 6,434,726 10,438,513

法人税、住民税及び事業税 2,798,936 4,332,799

法人税等調整額 64,185 △138,058

法人税等合計 2,863,122 4,194,740

少数株主損益調整前四半期純利益 3,571,604 6,243,772

四半期純利益 3,571,604 6,243,772
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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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,571,604 6,243,772

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △41,533 18,787

その他の包括利益合計 △41,533 18,787

四半期包括利益 3,530,070 6,262,559

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,530,070 6,262,559

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。 

   

   

  当社グループは半導体製造装置、同部品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

   

   

（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
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