
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（１）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 ％

26年３月期第１四半期 77 98.2 △42 ― △42 ― △43 ―
25年３月期第１四半期 39 △3.7 △80 ― △84 ― △85 ―

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

26年３月期第１四半期 △1,290.89 ―
25年３月期第１四半期 △2,545.13 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 1,153 368 31.9
25年３月期 1,044 411 39.4

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 368百万円 25年３月期 411百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 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 ：無

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

当社の主力事業である製品事業では、装置1台あたりの販売価格が非常に高額となっております。当該製品は納品ま
での製造工程を管理し計画通り計上できるよう努めておりますが、得意先の検収のタイミングや顧客都合による仕様
または納期の変更で売上を予定していた案件について検収が遅れた場合、当社の業績は大きく変動する可能性があり
ます。 
従って、月次ごと及び四半期ごとの売上計上時期の見通しは立てにくい状況にあるため、業績予想は当社の年間目標
として通期のみ開示いたします。

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 1,240 2.4 135 123.3 128 105.4 120 15.5 3,592.28

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

   

   

   

   

   

 
  
  

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

（３）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) 26年３月期１Ｑ 33,405株 25年３月期 33,405株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ ―株 25年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 33,405株 25年３月期１Ｑ 33,405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きの対象外でありますが、この四半期決算短
信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きは終了しております。

※ 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。
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新政府の経済政策や日本銀行の金融政策への期待感か
ら景気の先行きに明るい兆しが見られ、６月の全国企業短期経済観測調査では前年度比プラスに転じま
した。中小企業に回復の遅れ、雇用情勢には依然厳しさが残るものの、輸出や生産は持ち直しつつあ
り、企業の設備投資も改善に向かい、個人消費は引き続き堅調なことから、景気は全体に上向きの動き
があると見られております。 
半導体業界におきましては、スマートフォン（スマホ）やタブレット（多機能携帯端末）など携帯・

通信分野で使用する半導体の需要は引き続き好調を維持しており、今後の設備投資需要の回復が期待さ
れる状況で推移しております。 
このような状況のもと、当社は半導体産業及び関連事業分野における 先端技術を支える検査計測装

置を中心に事業展開しております。当社主力製品のマスクCD-SEMの 新鋭機「Z7」につきましては、電
子ビーム制御系を一新し 新のソフトウェアを搭載して高性能化を実現したことで顧客より高い評価を
いただいております。当第１四半期累計期間におきましては同機を受注し、第２四半期累計期間の売上
計上を予定しております。 
また、当社の研究開発事業がNEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）のイノベー

ション実用化ベンチャー支援事業に係る助成事業に採択されたことから、新たな市場開拓にも注力して
いきたいと考えております。 
上記の結果、当第１四半期累計期間の売上高は77百万円（前年同四半期比98.2％増）となりました。

損益につきましては、営業損失42百万円（前年同四半期は80百万円の営業損失）、経常損失42百万円

（前年同四半期は84百万円の経常損失）及び四半期純損失43百万円（前年同四半期は85百万円の四半期
純損失）となりました。 

  

(資産) 
流動資産は、前事業年度末に比べて11.5％増加し、992百万円となりました。これは、受取手形及び売

掛金が43百万円減少した一方、現金及び預金が128百万円増加したことなどによります。  
 固定資産は、前事業年度末に比べて4.6％増加し、161百万円となりました。これは、無形固定資産が8
百万円増加したことなどによります。  
 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて10.5％増加し、1,153百万円となりました。 
(負債) 
流動負債は、前事業年度末に比べ34.2％増加し、651百万円となりました。これは、支払手形及び買掛

金が150百万円減少した一方、短期借入金が330百万円増加したことなどによります。  
 固定負債は、前事業年度に比べて9.2％減少し、134百万円となりました。これは、長期借入金が7百万
円、退職給付引当金が9百万円減少したことなどによります。  
 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて24.1％増加し、785百万円となりました。 
(純資産) 
純資産合計は、前事業年度末に比べて10.5％減少し、368百万円となりました。これは、利益剰余金が

43百万円減少したことによります。  

  

業績予想につきましては、当第１四半期累計期間はおおむね計画通りに推移しており、上期の売上高
約550百万円、営業利益約100百万円を見込める状況にあることから、平成25年５月14日付「平成25年３
月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」にて公表しました業績予想を変更いたしません。 
なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績につきまして

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。 

  

該当事項はありません。  

  

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

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

資産・負債及び純資産の状況

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第1四半期会計期間
(平成25年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 264,523 393,224

受取手形及び売掛金 444,632 401,555

仕掛品 156,468 163,827

原材料 18,696 24,065

その他 5,862 9,673

流動資産合計 890,184 992,346

固定資産

有形固定資産 108,673 107,114

無形固定資産 15,937 24,087

投資その他の資産 29,834 30,292

固定資産合計 154,444 161,494

資産合計 1,044,629 1,153,840

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 227,830 77,087

短期借入金 70,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 31,430 33,150

未払法人税等 6,981 1,242

賞与引当金 6,566 19,660

製品保証引当金 40,000 38,000

その他 102,392 82,026

流動負債合計 485,201 651,166

固定負債

長期借入金 67,870 60,220

退職給付引当金 80,176 71,076

その他 － 3,118

固定負債合計 148,046 134,414

負債合計 633,247 785,581

純資産の部

株主資本

資本金 692,361 692,361

資本剰余金 635,681 635,681

利益剰余金 △916,662 △959,784

株主資本合計 411,381 368,259

純資産合計 411,381 368,259

負債純資産合計 1,044,629 1,153,840
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（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間

(単位：千円)

前第1四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年6月30日)

当第1四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年6月30日)

売上高 39,132 77,573

売上原価 32,515 36,621

売上総利益 6,616 40,952

販売費及び一般管理費

役員報酬 9,591 8,541

給料及び手当 13,793 15,575

研究開発費 11,110 13,864

修繕維持費 6,475 892

製品保証引当金繰入額 1,728 6,404

その他 44,022 37,690

販売費及び一般管理費合計 86,722 82,969

営業損失（△） △80,105 △42,017

営業外収益

受取利息 9 10

為替差益 － 692

その他 8 16

営業外収益合計 17 720

営業外費用

支払利息 1,541 1,207

為替差損 2,764 －

その他 53 45

営業外費用合計 4,359 1,252

経常損失（△） △84,447 △42,549

税引前四半期純損失（△） △84,447 △42,549

法人税、住民税及び事業税 572 572

四半期純損失（△） △85,019 △43,122
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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