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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 8,258 △31.4 △985 ― △820 ― △632 ―
24年3月期第3四半期 12,030 △26.1 △16 ― △239 ― △254 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △431百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △335百万円 （―％）

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3四半期 △67.57 ―
24年3月期第3四半期 △26.29 ―

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 16,008 7,568 47.1 812.08
24年3月期 15,521 8,132 52.3 865.53
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  7,541百万円 24年3月期  8,118百万円

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 ― 12.00 12.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 12.00 12.00

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  
   連結業績予想の修正については、本日（平成25年2月14日）公表いたしました「営業外収益の計上、業績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 14,142 △14.5 △223 ― 26 △94.2 △60 ― △6.45



(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2ページ「2．サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 

（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3ページ「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のレビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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。 
   

※  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   ：  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3Q 10,152,000 株 24年3月期 10,152,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 865,735 株 24年3月期 772,315 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 9,365,787 株 24年3月期3Q 9,673,294 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………………  3

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

平成25年3月期第3四半期決算短信　（6254）野村マイクロ・サイエンス㈱

- 1 -



（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わが国経済は、復興需要の下支えやアメリカ経済が緩やかに回復するなか

で、底堅さも見られるものの、欧州債務危機、日中関係の悪化や中国経済の減速等による世界景気の下振れ懸念に

より、弱めの動きとなりました。 
当社グループの業績に影響を及ぼす半導体・液晶関連業界は、景気減速を背景とした設備投資抑制の動きから本

格的な回復には至らず、SEMI（Semiconductor Equipment and Materials International）が発表した2012年第３

四半期の半導体製造装置出荷額は前期比12％減となり、特に当社グループの主要な海外販売先である韓国は同24％
減、台湾は同28％減と落ち込みが顕著になるなど、引き続き厳しい事業環境となっております。また、液晶関連企

業は液晶パネルの需給バランス悪化等を背景に、設備投資を手控える状況が続きました。 
このような状況下、当社グループは半導体・液晶関連企業や製薬関連企業等を中心に積極的な営業活動を展開す

るとともに、中国の排水処理会社への投資、ベトナム駐在員事務所開設など事業領域の拡大に努めてまいりまし

た。 
水処理装置につきましては、アメリカにおいて受注した半導体関連企業の大型案件や国内の製薬関連企業等から

受注した超純水製造装置案件の工事が進捗しましたが、その他の半導体・液晶関連企業の設備投資につきまして

は、日本・アジアともに計画の延期・縮小等が相次いだことなどから、売上高は41億６千４百万円（前年同期比

39.3％減）となりました。また、メンテナンス及び消耗品につきましては、アジアでの売上が低調となったことか

ら、売上高は35億２千万円（同21.5％減）となり、その他の事業の売上高は５億７千２百万円（同16.8％減）とな

りました。 
利益面につきましては、大幅な減収、受注済み超純水製造装置工事原価の増加、仕掛中装置工事の計画変更等か

ら、営業損失、経常損失及び四半期純損失を計上いたしました。なお、為替相場が円安になったことから為替差益

１億５千８百万円を営業外収益に計上しております。 
以上の結果、売上高は82億５千８百万円（同31.4％減）、営業損失は９億８千５百万円（前年同期は１千６百万

円の営業損失）、経常損失は８億２千万円（前年同期は２億３千９百万円の経常損失）、四半期純損失は６億３千

２百万円（前年同期は２億５千４百万円の四半期純損失）となりました。 
   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて４億８千６百万円増加し、160億８百万円となりまし

た。これは主に、流動資産のうち現金及び預金が８億３千２百万円、その他流動資産が13億４百万円それぞれ増加

した一方で、受取手形及び売掛金が18億５千９百万円減少したこと等によるものであります。 
負債合計は、前連結会計年度末に比べて10億５千万円増加し、84億４千万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金が９億３千２百万円、短期借入金が５億４千２百万円それぞれ増加した一方で、未払金が４億８千１

百万円減少したこと等によるものであります。 
また、純資産については、前連結会計年度末に比べて５億６千３百万円減少し、75億６千８百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が７億４千５百万円減少したこと等によるものであります。 
   
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成24年５月15日に公表いたしました通期の連結及び個別業績予想を修正いたし

ました。 
詳細につきましては、本日（平成25年２月14日）公表いたしました「営業外収益の計上、業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 
  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
重要な子会社の異動はありません。 

なお、第１四半期連結会計期間より、当社100％子会社の上海野村水処理工程有限公司が出資設立した銅仁市栄

盛興環保科技工程有限公司（同子会社の出資比率35％）を持分法適用の範囲に含めております。   
   
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 
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おります。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。    

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
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（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 
（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。 
これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益は829千円増加し、営業損失、経

常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ3,867千円減少しております。   
   

該当事項はありません。   
   

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 3,653,761 4,486,604 
受取手形及び売掛金 6,874,950 5,015,817 
商品及び製品 22,316 21,498 
仕掛品 513,459 959,994 
原材料及び貯蔵品 123,615 227,283 
その他 864,446 1,484,469 
貸倒引当金 △21,770 △13,770 
流動資産合計 12,030,779 12,181,897 

固定資産   
有形固定資産 1,683,377 2,035,108 
無形固定資産   

のれん 91,750 53,873 
その他 367,535 304,009 
無形固定資産合計 459,286 357,883 

投資その他の資産 1,348,411 1,433,755 
固定資産合計 3,491,075 3,826,747 

資産合計 15,521,855 16,008,644 

負債の部   
流動負債   

支払手形及び買掛金 1,654,456 2,586,991 
短期借入金 3,183,892 3,726,636 
未払金 1,121,695 640,530 
未払法人税等 142,991 － 
製品保証引当金 112,085 92,685 
工事損失引当金 56,078 16,059 
賞与引当金 94,858 155,307 
役員賞与引当金 24,956 19,226 
資産除去債務 31,701 31,904 
その他 452,866 666,716 
流動負債合計 6,875,581 7,936,057 

固定負債   
退職給付引当金 196,899 187,139 
役員退職慰労引当金 56,038 73,080 
資産除去債務 44,638 45,080 
その他 216,373 198,858 
固定負債合計 513,950 504,158 

負債合計 7,389,532 8,440,215 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   
株主資本   

資本金 2,236,800 2,236,800 
資本剰余金 2,011,694 2,011,694 
利益剰余金 4,379,244 3,633,820 
自己株式 △410,018 △443,221 
株主資本合計 8,217,720 7,439,093 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 9,490 37,594 
為替換算調整勘定 △108,644 64,505 
その他の包括利益累計額合計 △99,154 102,100 

新株予約権 13,757 27,235 
純資産合計 8,132,323 7,568,428 

負債純資産合計 15,521,855 16,008,644 
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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 12,030,931 8,258,048 
売上原価 10,048,323 7,107,776 
売上総利益 1,982,607 1,150,272 

販売費及び一般管理費 1,999,100 2,136,218 
営業損失（△） △16,492 △985,945 

営業外収益   
受取利息 3,944 15,762 
受取配当金 7,427 6,502 
受取家賃 10,189 10,243 
業務受託料 8,485 1,523 
為替差益 － 158,793 
その他 2,597 11,811 
営業外収益合計 32,645 204,636 

営業外費用   
支払利息 54,079 30,947 
為替差損 199,012 － 
持分法による投資損失 － 3,580 
その他 2,925 4,718 
営業外費用合計 256,017 39,247 

経常損失（△） △239,864 △820,556 

特別利益   
固定資産売却益 1,222 － 
固定資産受贈益 － 3,000 
貸倒引当金戻入額 12,400 － 
その他 1,000 － 
特別利益合計 14,622 3,000 

特別損失   
固定資産除却損 4,394 228 
固定資産売却損 137 － 
投資有価証券評価損 62,211 － 
工事追加負担金 39,904 － 
支払補償費 － 33,036 
その他 1,655 2,903 
特別損失合計 108,302 36,168 

税金等調整前四半期純損失（△） △333,545 △853,725 

法人税等 △79,664 △220,860 
少数株主損益調整前四半期純損失（△） △253,881 △632,864 

少数株主利益 472 － 
四半期純損失（△） △254,353 △632,864 
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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損失（△） △253,881 △632,864 
その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,809 28,104 
為替換算調整勘定 △70,916 171,978 
持分法適用会社に対する持分相当額 － 1,171 
その他の包括利益合計 △81,725 201,254 

四半期包括利益 △335,606 △431,610 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 △334,966 △431,610 
少数株主に係る四半期包括利益 △640 － 
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  該当事項はありません。 
   

  該当事項はありません。 
   

（セグメント情報等） 
Ⅰ 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） 

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 
（単位：千円）

（注）セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 
  
Ⅱ 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） 

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 
（単位：千円）

（注）セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 
   

（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

  
 報告セグメント 

合計 
日本 アジア アメリカ 計 

売上高     

外部顧客への売上高  7,818,412  4,200,188  12,330  12,030,931  12,030,931

セグメント間の内部売上高又
は振替高  449,951  84,569  －  534,521  534,521

計  8,268,364  4,284,757  12,330  12,565,453  12,565,453

セグメント利益又は損失（△）  △30,290  18,757  △4,959  △16,492  △16,492

  
 報告セグメント 

合計 
日本 アジア アメリカ 計 

売上高     

外部顧客への売上高  4,620,482  1,658,346  1,979,220  8,258,048  8,258,048

セグメント間の内部売上高又
は振替高  1,116,185  139,977  －  1,256,163  1,256,163

計  5,736,667  1,798,324  1,979,220  9,514,211  9,514,211

セグメント利益又は損失（△）  △566,794  △471,307  52,156  △985,945  △985,945
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