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(百万円未満四捨五入)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年６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 ％

27年３月期第１四半期 2,631 52.2 △753 ― △787 ― △790 ―

26年３月期第１四半期 1,728 △65.8 △885 ― △801 ― △804 ―
(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 △619百万円( ―％) 26年３月期第１四半期 △316百万円( ―％)
　

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

27年３月期第１四半期 △43.44 ―

26年３月期第１四半期 △44.21 ―
　

　

（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 ％

27年３月期第１四半期 26,078 23,721 91.0

26年３月期 26,059 24,402 93.6
(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 23,721百万円 26年３月期 24,402百万円
　

　　

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

26年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

27年３月期 ―

27年３月期(予想) 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
　

　平成27年３月期の期末配当予想については未定です。
　

３．平成27年３月期第２四半期（累計）の連結業績予想（平成26年４月１日～平成26年９月30日）

(％表示は、対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 6,200 52.1 △1,310 ― △1,370 ― △1,380 ― △75.93
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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2ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）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

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
　

（注）詳細は、添付3ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期１Ｑ 20,047,500株 26年３月期 20,047,500株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 1,872,745株 26年３月期 1,872,675株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 18,174,779株 26年３月期１Ｑ 18,175,276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連結財務諸表のレビュー手続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
（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および合理的であると
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およ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）連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
（四半期決算補足説明資料の入手方法）
四半期決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載する予定です。

決算短信 （宝印刷）  2014年08月04日 17時31分 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社新川(6274) 平成27年３月期 第１四半期決算短信

－ 1 －

○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）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 2

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

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

（２）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

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 8

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

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

５．補足情報 ………………………………………………………………………………………………… 8

　

決算短信 （宝印刷）  2014年08月04日 17時31分 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社新川(6274) 平成27年３月期 第１四半期決算短信

－ 2 －

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

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、先進国を中心に緩やかな回復基調が続きました。日米では、それ

ぞれ消費増税に伴う反動や寒波の影響を受けながらも、個人消費や設備投資などに持ち直しの動きが見られ、新興

国では減速感を伴いつつも成長を維持しました。

半導体業界においては、モバイル関連、車載関連およびパワー関連デバイスの需要が堅調に推移するとともに、LED

照明の需要が中国をはじめとするアジア圏で増加したことなどにより、半導体メーカー各社による後工程設備投資

が見られました。

このような状況のもと、当社グループは、前連結会計年度に市場投入した製品の市場浸透や、同年度に再構築した

営業・技術・生産体制による事業効率の改善に努め、シェア拡大および収益性改善に取り組みました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高および受注高は、前第４四半期連結会計期間に比べて改善しました。

しかしながら、新製品群の評価の長期化により生産拡大に至らないなど、収益性改善に向けた諸施策は未だ途上に

あることから、厳しい状況が続いています。

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高2,631百万円（前年同期比52.2％増）、営業損失753百万円（前年同期は

営業損失885百万円）、経常損失787百万円（前年同期は経常損失801百万円）、四半期純損失790百万円（前年同期は

四半期純損失804百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より19百万円増加し、26,078百万円となりました。主

な増加は、受取手形及び売掛金790百万円および投資有価証券276百万円であり、主な減少は、商品及び製品495百万

円および現金及び預金446百万円です。

負債合計は、前連結会計年度末より700百万円増加し、2,357百万円となりました。主な増加は、買掛金456百万円で

す。

純資産は、前連結会計年度末より681百万円減少し、23,721百万円となりました。主な増加は、その他有価証券評価

差額金196百万円であり、主な減少は、四半期純損失の計上などによる利益剰余金の減少851百万円です。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の93.6％から91.0％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

半導体業界においては、引き続きモバイル関連や車載関連の需要が拡大し、半導体メーカー各社による量産対応の

設備投資が増加すると予想されています。また、ローエンドおよびミドルエンドモデルのモバイル機器の拡大に伴

う汎用半導体のコスト競争に対応するため、銅線や銀線ボンディングへの移行に向けた設備投資の増加も見込まれ

ます。

一方で、東欧・中東情勢の緊迫化や米国の量的緩和縮小に伴う新興国の経済不安など、半導体需要を左右する世界

経済の下押し要因も散見されます。

このような状況のもと、当社グループは、新製品群の拡販に加え、新体制によるグローバル・オペレーションの定

着や外部パートナーとのアライアンスを活用した研究開発の推進など、グローバル競争力強化の取り組みを継続し

ています。

直近の受注状況など、現時点において当社グループが把握する情報に基づき、第２四半期連結累計期間の業績予測

を開示します。

第２四半期連結累計期間の業績は、売上高6,200百万円（前年同期比52.1％増）、営業損失1,310百万円（前年同期は

営業損失1,835百万円）、経常損失1,370百万円（前年同期は経常損失1,762百万円）、四半期純損失1,380百万円（前

年同期は四半期純損失1,763百万円）を見込んでいます。

なお、為替の想定換算レートは、100円／米ドルです。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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

連結子会社の税金費用については、当第１四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います。

なお、連結子会社の法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しています。
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（２）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）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を

割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給

付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減

しています。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が61百万円増加し、利益剰余金が61百万円減

少しております。なお、これによる損益に与える影響は軽微です。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、過年度より継続して営業損失、経常損失および当期純損失を計上しています。また、前連結会計

年度においては、「企業体質強化」を軸に将来計画を見直した結果、短期での業績回復が見込めないものと判断し、

固定資産の減損損失を計上しています。

このような状況により、当社は継続企業の前提に関する重要事象等が存在しています。

当社グループは、当該状況を解消すべく、前連結会計年度において希望退職の実施により固定費を削減するととも

に、以下の施策に取り組んでいます。

　

①事業効率の改善

グローバルな市場ニーズの変化にタイムリーかつスピーディに対応するため、平成25年10月より「企業体質強化」

に取り組み、営業・技術・生産体制を再構築しました。

営業については、機動的な営業活動を展開するため、本社主体の営業体制を、各国販売拠点を主体とした営業体

制に変更しました。

技術については、競争力のある商品開発のために商品企画機能を強化すると共に、開発期間の短縮に向けた開発

工程の最適化プロジェクトを進めています。

生産については、最適地生産によるコスト低減を実現するため、本社工場は高付加価値製品を生産し、タイ工場

は量産機種のワイヤボンダの生産に特化すると共に、ワイヤボンダでは、リードタイムの短縮と工場在庫の適正

化のため、コアユニットを共通化しました。

この新体制によるグローバル・オペレーションを早期に定着させると共に、意思決定と業務執行の迅速化・適正

化・効率化に向けた全社的な取り組みを継続し、収益性改善およびシェア拡大を図ります。

　

②ビジネスチャンス獲得に向けた技術力強化

フリップチップボンダでは、装置評価を通じて顧客の試作・開発チームへ販売するなど、LFBシリーズは市場で高

い評価を得ています。TCB工法フリップチップデバイスの量産は先送りとなりましたが、来たるべき顧客の量産投

資に備え、外部パートナーとのアライアンスも推進し、3Dパッケージなどの先端技術分野での競争優位性を高め

ていきます。

ワイヤボンダでは、マルチワイヤボンディング技術を進化させ、アルミ線のキャピラリー・ボンディングを可能

とする独自技術を開発しました。車載デバイス市場のアルミボンディング需要をはじめ、多分野での代替ワイヤ

需要を新たに取り込んでいきます。また、装置単体のオペレーター・サポート機能を発展させ、装置稼働状況や

生産状況の管理も含めたシステム・ソリューション提案を通じて、新興OSAT等への拡販を図ります。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,212 8,766

受取手形及び売掛金 2,110 2,900

商品及び製品 2,953 2,458

仕掛品 1,624 1,367

原材料及び貯蔵品 409 508

その他 339 398

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 16,645 16,397

固定資産

有形固定資産

土地 3,540 3,533

その他（純額） 2,895 2,872

有形固定資産合計 6,435 6,405

無形固定資産

その他 81 93

無形固定資産合計 81 93

投資その他の資産

投資有価証券 2,526 2,802

その他 372 380

投資その他の資産合計 2,898 3,182

固定資産合計 9,414 9,681

資産合計 26,059 26,078

負債の部

流動負債

買掛金 277 733

未払法人税等 22 11

引当金 52 64

その他 234 325

流動負債合計 585 1,134

固定負債

繰延税金負債 323 403

退職給付に係る負債 727 804

その他 22 15

固定負債合計 1,072 1,223

負債合計 1,657 2,357
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,360 8,360

資本剰余金 8,907 8,907

利益剰余金 9,287 8,436

自己株式 △3,149 △3,149

株主資本合計 23,405 22,554

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 871 1,067

為替換算調整勘定 127 103

退職給付に係る調整累計額 △1 △2

その他の包括利益累計額合計 997 1,167

純資産合計 24,402 23,721

負債純資産合計 26,059 26,078
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 1,728 2,631

売上原価 1,146 2,081

売上総利益 582 549

販売費及び一般管理費 1,467 1,302

営業損失（△） △885 △753

営業外収益

受取利息 7 3

受取配当金 25 24

為替差益 25 -

助成金収入 22 -

その他 5 8

営業外収益合計 84 36

営業外費用

為替差損 - 69

賃貸収入原価 0 1

その他 0 0

営業外費用合計 0 70

経常損失（△） △801 △787

特別利益

固定資産売却益 - 2

特別利益合計 - 2

税金等調整前四半期純損失（△） △801 △785

法人税、住民税及び事業税 11 3

法人税等調整額 △9 1

法人税等合計 2 4

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △804 △790

四半期純損失（△） △804 △790

決算短信 （宝印刷）  2014年08月04日 17時31分 8ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社新川(6274) 平成27年３月期 第１四半期決算短信

－ 7 －

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △804 △790

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 256 196

為替換算調整勘定 231 △24

退職給付に係る調整額 - △1

その他の包括利益合計 488 170

四半期包括利益 △316 △619

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △316 △619

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

５．補足情報

最近における四半期毎の業績の推移

平成26年３月期(連結)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

平成25年４月
～平成25年６月

平成25年７月
～平成25年９月

平成25年10月
　～平成25年12月

平成26年１月
　～平成26年３月

平成25年４月
　～平成26年３月

売上高 (百万円) 1,728 2,348 1,823 1,583 7,481

売上総利益 (百万円) 582 684 491 377 2,135

営業損失(△) (百万円) △885 △950 △1,054 △1,224 △4,113

経常損失(△) (百万円) △801 △961 △889 △1,258 △3,909

税金等調整前四半期(当期)
純利益又は税金等調整前
四半期(当期)純損失(△)
(百万円)

△801 △958 567 △3,109 △4,302

四半期(当期)純利益又は
四半期(当期)純損失(△)
(百万円)

△804 △959 564 △3,114 △4,312

１株当たり四半期 (当期)
純利益又は四半期 (当期)
純損失(△) (円)

△44.21 △52.79 31.05 △171.33 △237.27

総資産 (百万円) 30,837 30,267 29,913 26,059 26,059

純資産 (百万円) 28,483 27,725 27,702 24,402 24,402

受注高 (百万円) 2,906 2,168 1,488 2,166 8,728

　

平成27年３月期(連結)

第１四半期

平成26年４月
～平成26年６月

売上高 (百万円) 2,631

売上総利益 (百万円) 549

営業損失(△) (百万円) △753

経常損失(△) (百万円) △787

税金等調整前四半期(当期)
純損失(△) (百万円)

△785

四半期(当期)純損失(△)
(百万円)

△790

１株当たり四半期(当期)
純損失(△) (円)

△43.44

総資産 (百万円) 26,078

純資産 (百万円) 23,721

受注高 (百万円) 2,884
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