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問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 亀山 重夫 (TEL)0866(62)0923

四半期報告書提出予定日 平成25年11月11日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成25年12月期第３四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 12月期第３四半期 4,593 29.9 △984 － △900 － △988 －
24年12月期第３四半期 3,535 △52.9 △1,153 － △1,123 － △1,242 －

（注） 包括利益   25年12月期第３四半期 △854百万円（－％）  24年12月期第３四半期 △1,244百万円（－％） 

 

 
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 12月期第３四半期 △290.63 －
24年12月期第３四半期 △365.37 －

 
（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 12月期第３四半期 11,756 4,009 33.8 
24年 12月期 9,389 4,852 51.4 

（参考）自己資本   25年12月期第３四半期 3,975百万円      24年12月期 4,829百万円 

 
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 12月期 － 0.00 － 0.00 0.00   
25年 12月期 － 0.00 －   

25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25年12月期の連結業績予想（平成25年1月1日～平成25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 7,084 43.7 △939 － △860 － △798 － △234.78

（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 

 新規 １社 （社名） アプリシアテクノロジー㈱ 、  除外 －  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （1）当四半期連結累計期間に

おける重要な子会社の異動」をご覧ください。 

 

（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 

（注）詳細は添付資料Ｐ．３「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 

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 

（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Ｐ．３「サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針・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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 25年12月期3Ｑ 3,400,000株 24年12月期 3,400,000株

② 期末自己株式数 25年12月期3Ｑ 472株 24年12月期 416株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年12月期3Ｑ 3,399,562株 24年12月期3Ｑ 3,399,617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
終了しておりますが、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。 

 
※ 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.３「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世界経済は、米国では円安などを背景に輸出環境が改善し堅調に推移しまし

た。南欧諸国では債務危機問題や新興国経済の成長鈍化など懸念される状況が見られました。 

 一方、わが国経済は、平成24年12月に発足した新政権の経済政策の効果によって輸出産業など一部では業績の回

復が見られ景気回復が期待されております。 

 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、有機ＥＬ塗布装置の営業強化、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。また、平成25年１月にはアプリシアテクノロ

ジー株式会社を新たに連結子会社としたことにより、営業力の強化と洗浄装置開発の加速を図ってまいりました

が、当第３四半期連結累計期間における売上高は4,593百万円（前年同期比29.9％増）、営業損失984百万円（前年

同期は営業損失1,153百万円）、経常損失900百万円（前年同期は経常損失1,123百万円）、四半期純損失988百万円

（前年同期は四半期純損失1,242百万円）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 

 半導体装置部門につきましては、半導体メーカーの設備投資が回復傾向にあり、当部門の売上高は1,076百万

円（前年同期比266.5％増）となりました。 

 搬送装置部門につきましては、価格競争・納期ともに厳しい状況が続いていており、売上高は1,141百万円

（前年同期比26.0％減）となりました。  

 洗浄装置部門につきましては、第１四半期よりアプリシアテクノロジー株式会社を連結範囲に含めたため、新

たに売上高946百万円の計上となりました。 

 コーター部門につきましては、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の売上は激減し、当部

門の売上高は357百万円（前年同期比48.1％減）となりました。 

 以上の結果、プロセス機器事業の売上高は3,521百万円（前年同期比39.5％増）、営業損失980百万円（前年同

期は営業損失1,138百万円）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、デジタル家電市場の低迷により、納期や製品価格については依然として

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1,071百万円（前年同期比5.9％増）、営業損失３百万円（前年同

期は営業損失15百万円）となりました。 

                 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における流動資産は65億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億５百万円

の増加となりました。これは、「仕掛品」の増加が主な要因であります。固定資産は51億60万円となり、前連結

会計年度末に比べ12億61百万円の増加となりました。これは、連結子会社の増加による「土地」及び「のれん」

の増加が主な要因であります。 

 この結果、総資産は117億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億67百万円増加いたしました。  

（負債）  

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は66億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億55百万円

の増加となりました。これは、連結子会社の増加に伴う「短期借入金」の増加及び「前受金」の増加が主な要因

であります。固定負債は10億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億54百万円の増加となりました。これ

は、連結子会社の増加に伴う「退職給付引当金」の増加が主な要因であります。 

 この結果、負債総額は77億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億10百万円増加いたしました。  

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は40億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億43百万

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あります。 

 この結果、自己資本比率は33.8％（前連結会計年度末は51.4％）となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、受注は回復基調にありますが、売上の計上が翌期以降となるため当期の売上予

想を下回ったこと、並びに新規装置の立上げ及び開発費用が予想以上に増加したことなどの理由により、平成25

年２月13日公表の通期業績予想及び配当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11月11日）公表いたしました「平成25年業績予想の修正及び配当予想の

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 

 第１四半期連結会計期間において、アプリシアテクノロジー株式会社の株式を新たに87％取得したため、アプ

リシアテクノロジー株式会社及びその子会社３社を連結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。   

    

（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25年１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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽

微であります。  

      

  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、継続的な営業損失を計上しておりま

す。これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在

しております。 

 当社といたしましては、当該状況を解消又は改善するために、次の対応策に取り組んでまいります。  

 半導体製造プロセス装置の販売拡大に取り組んでまいりますとともに、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。 

さらに、平成25年１月より組織・人員体制の見直しを実施し、システム機器部と液晶装置部を廃止し、営業部、技

術部、製造部の３部制としました。このことにより営業力の強化、製品の品質と製造効率の向上、固定費の圧縮や経

営効率の向上を図り、継続成長への基盤を強化してまいります。 

また、将来に向けてコスト競争力をつけるため、事業規模の 適化を図ることが必要であると判断し、事業構造改

革の一環として、希望退職者募集により35名の人員体制のスリム化を行いました。  

財務面については、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は33.8％であり、資金計画において必要資金は確

保できる見込みであるため、財務面及び資金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」は記載しておりません。    

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

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12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 770,634 704,469

受取手形及び売掛金 1,703,511 1,226,007

電子記録債権 － 26,356

たな卸資産 2,836,447 4,431,999

繰延税金資産 5,449 4,204

その他 174,404 205,161

貸倒引当金 － △2,064

流動資産合計 5,490,447 6,596,134

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,581,221 2,137,679

機械装置及び運搬具（純額） 517,084 615,143

土地 994,296 1,202,846

その他（純額） 304,682 190,196

有形固定資産合計 3,397,284 4,145,866

無形固定資産   

のれん － 454,780

ソフトウエア 23,647 27,305

その他 6,627 6,391

無形固定資産合計 30,275 488,476

投資その他の資産   

投資有価証券 257,183 274,259

その他 400,147 448,854

貸倒引当金 △185,759 △196,992

投資その他の資産合計 471,571 526,120

固定資産合計 3,899,131 5,160,463

資産合計 9,389,578 11,756,597
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,207,967 1,642,238

短期借入金 1,772,710 3,409,890

未払金 427,094 429,437

未払法人税等 7,744 12,437

前受金 151,843 981,114

賞与引当金 23,161 101,046

製品保証引当金 40,262 101,880

その他 11,070 19,250

流動負債合計 3,641,854 6,697,294

固定負債   

長期借入金 499,400 532,580

退職給付引当金 31,626 135,034

役員退職慰労引当金 284,473 299,137

資産除去債務 － 46,598

その他 79,510 36,536

固定負債合計 895,009 1,049,886

負債合計 4,536,864 7,747,181

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 1,541,806 553,781

自己株式 △674 △699

株主資本合計 4,845,769 3,857,720

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,233 12,281

為替換算調整勘定 △17,621 105,029

その他の包括利益累計額合計 △16,388 117,310

新株予約権 23,333 34,385

純資産合計 4,852,714 4,009,416

負債純資産合計 9,389,578 11,756,597

                  

－5－

タツモ㈱　　　　　　　　　　（6266）
平成25年12月期　第３四半期決算短信



（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 3,535,491 4,593,108

売上原価 3,427,484 3,945,669

売上総利益 108,006 647,439

販売費及び一般管理費 1,262,000 1,632,273

営業損失（△） △1,153,993 △984,834

営業外収益   

受取利息 6,224 7,125

受取配当金 1,162 1,779

受取賃貸料 3,161 1,737

保険解約返戻金 － 39,707

役員退職慰労引当金戻入額 － 39,011

その他 53,732 41,289

営業外収益合計 64,281 130,650

営業外費用   

支払利息 9,478 32,671

リース解約損 18,541 －

その他 6,007 13,271

営業外費用合計 34,026 45,943

経常損失（△） △1,123,738 △900,127

特別利益   

固定資産売却益 793 377

特別利益合計 793 377

特別損失   

特別退職金 － 64,053

特別損失合計 － 64,053

税金等調整前四半期純損失（△） △1,122,945 △963,802

法人税等 119,179 24,221

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,242,125 △988,024

四半期純損失（△） △1,242,125 △988,024
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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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,242,125 △988,024

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,763 11,048

為替換算調整勘定 △6,036 122,650

その他の包括利益合計 △2,272 133,698

四半期包括利益 △1,244,398 △854,325

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,244,398 △854,325

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。   

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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  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
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25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資産に関する情報 

 第１四半期連結会計期間において、アプリシアテクノロジー株式会社の株式を取得し、アプリシアテクノロジ

ー株式会社及びその子会社３社を連結の範囲に含めております。これにより、前連結会計年度の末日に比べ当第

３四半期連結累計期間の報告セグメントの資産の金額は、「プロセス機器事業」セグメントにおいて、

千円増加しております。  

  

３．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 

（のれんの金額の重要な変動）  

 「プロセス機器事業」セグメントにおいて、アプリシアテクノロジー株式会社の株式を取得いたしました。な

お、当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間においては 千円であります。  

   

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。    

  

  （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  3,521,674  1,071,434  4,593,108  －  4,593,108

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  3,101  3,101  △3,101  －

計  3,521,674  1,074,536  4,596,210  △3,101  4,593,108

セグメント損失（△）   △980,883  △3,950  △984,834  －  △984,834

1,724,368

454,780

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  5,661,294  5,157,152

  半導体装置  1,053,360  770,538

  搬送装置  1,273,898  795,723

  洗浄装置  1,388,897  993,888

  コーター  1,945,138  2,597,002

金型・樹脂成形事業  1,149,072  200,673

合計  6,810,367  5,357,826

                  

－9－

タツモ㈱　　　　　　　　　　（6266）
平成25年12月期　第３四半期決算短信


	平成25年12月期  第３四半期決算短信サマリー情報（H.25.11.7）-2.pdf
	平成25年12月期  第３四半期決算短信（H.25.11.9）-1.pdf

