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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴う雇用環境や所得環境の改善が続く中

で、景気は緩やかな回復基調が続いております。しかしながら、海外景気の不透明さは、引き続きわが国の景気を

下押しするリスクとなっております。 

当社グループが属する太陽電池業界におきましては、日本・米国・中国等を中心に太陽電池の設置需要は世界的

に増加しております。そのため、当社の顧客である太陽電池メーカーの工場稼働率は高い水準を維持しており、生

産能力を向上させるための既設装置のアップグレードや、新規装置の設置に踏み切る動きが見られます。日本国内

においては、高品質で低価格なパネルが求められる一方、設置後に不具合が発覚する事例が増加していることか

ら、太陽光発電システムのメンテナンスに対する意識がより一層向上しております。 

そのような状況下、装置関連事業では大型ライン案件の仕様向上のための追加受注を獲得し、受託加工事業では

新規取引先と長期大型契約を締結しました。しかしながら、それら大型案件は下期に業績寄与されるため、従来か

ら今期の業績は下期偏重となる見通しを立てております。当第２四半期連結累計期間はそれら大型案件の準備期間

と位置付けており、太陽電池製造装置の一部案件に期ズレ等は発生しましたが、当第２四半期連結累計期間の業績

はおおむね予定の範疇であります。 

そのため、当第２四半期連結累計期間の売上高は687百万円（前年同四半期比10.9％）、営業損失は301百万円

（前年同四半期は451百万円の営業利益）となりました。 

なお、受託加工設備の減価償却費や支払利息等で営業外費用が発生しているものの、非連結子会社であるNPC-

Meier社に対する引当金の戻入等が営業外収益で発生したことで、経常損失は350百万円（前年同四半期は379百万

円の経常利益）となりました。また、旧本社の土地・建物の売却に伴い発生した96百万円の特別利益により損失額

が縮小され、親会社株主に帰属する四半期純損失は259百万円（前年同四半期は523百万円の親会社株主に帰属する

四半期純利益）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装置関連事業 

装置関連事業においては、下期及び来期に売上計上予定の大型ライン案件の製造に注力していたこと等によ

り、売上高は671百万円（前年同四半期比47.5％）、営業損失は49百万円（前年同四半期は410百万円の営業利

益）と低水準となりました。 

 

②受託加工事業 

受託加工事業においては、前期末に製造した製品在庫の売上計上のみとなったため、売上高は15百万円（前年

同四半期比0.3％）、営業損失は35百万円（前年同四半期は225百万円の営業利益）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産につきましては8,881百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,202百万円減少しました。主な要因は以下のとおりであります。 

（資産） 

流動資産につきましては3,454百万円となり、前連結会計年度末に比べ921百万円の減少となりました。これ

は主として、仕掛品の増加430百万円があった一方で、現金及び預金の減少736百万円、受取手形及び売掛金の

減少608百万円があったことによるものであります。固定資産につきましては5,427百万円となり、前連結会計

年度末に比べ281百万円の減少となりました。これは主として、建物及び構築物（純額）の減少104百万円、土

地の減少145百万円、リース資産（純額）の減少29百万円があったことによるものであります。 

（負債） 

負債につきましては3,874百万円となり、前連結会計年度末に比べ927百万円の減少となりました。流動負債

につきましては3,611百万円となり、前連結会計年度末に比べ894百万円の減少となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金の減少88百万円、短期借入金の減少500百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少

161百万円、関係会社整理損失引当金の減少43百万円、流動負債その他の減少127百万円があったことによるも

のであります。固定負債につきましては、263百万円となり、前連結会計年度末に比べ33百万円の減少となり

ました。これは主として、リース債務の減少30百万円によるものであります。 

（純資産） 

純資産につきましては5,006百万円となり、前連結会計年度末に比べ275百万円の減少となりました。これは

主として、利益剰余金の減少259百万円によるものであります。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前連結会計年

度末に比べ684百万円減少し、1,650百万円となりました。主な要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により使用した資金は219百万円(前年同期は231百万円の収入)となりました。これは主として、減

価償却費の計上137百万円、売上債権の減少617百万円があった一方で、税金等調整前四半期純損失の計上253

百万円、貸倒引当金の減少29百万円、たな卸資産の増加422百万円、仕入債務の減少85百万円、その他の減少

61百万円があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により取得した資金は236百万円(前年同期は27百万円の収入)となりました。これは主として、有

形固定資産の取得による支出45百万円があった一方で、定期預金の払戻による収入68百万円、有形固定資産の

売却による収入229百万円があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は689百万円(前年同期は480百万円の支出)となりました。これは主として、短

期借入金の返済による支出500百万円、長期借入金の返済による支出161百万円、リース債務の返済による支出

28百万円があったことによるものであります。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年８月期（平成27年９月１日～平成28年８月31日）通期の業績予想につきましては、平成28年４月６日に

公表しております「第２四半期業績予想と実績値との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」の内容と

同一であります。 

 

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

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

会計方針の変更 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累

計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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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27年８月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年２月29日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,441,149 1,704,668 

受取手形及び売掛金 801,337 192,542 

商品及び製品 15,184 461 

仕掛品 617,997 1,048,245 

原材料及び貯蔵品 385,840 391,644 

繰延税金資産 48,340 48,819 

その他 100,439 85,599 

貸倒引当金 △34,828 △17,597 

流動資産合計 4,375,461 3,454,384 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 4,244,149 4,185,353 

減価償却累計額 △1,094,481 △1,140,394 

建物及び構築物（純額） 3,149,668 3,044,958 

機械及び装置 658,112 658,112 

減価償却累計額 △99,927 △106,257 

減損損失累計額 △466,759 △466,759 

機械及び装置（純額） 91,425 85,095 

土地 2,043,719 1,898,173 

リース資産 763,520 763,520 

減価償却累計額 △468,341 △497,859 

リース資産（純額） 295,178 265,660 

建設仮勘定 - 5,053 

その他 254,652 258,393 

減価償却累計額 △198,918 △207,518 

その他（純額） 55,734 50,875 

有形固定資産合計 5,635,726 5,349,817 

無形固定資産    

その他 21,580 26,580 

無形固定資産合計 21,580 26,580 

投資その他の資産    

繰延税金資産 5,965 6,168 

その他 46,671 45,722 

貸倒引当金 △1,082 △1,082 

投資その他の資産合計 51,555 50,808 

固定資産合計 5,708,861 5,427,206 

資産合計 10,084,323 8,881,590 
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    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成27年８月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年２月29日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 792,288 703,970 

短期借入金 3,000,000 2,500,000 

1年内返済予定の長期借入金 161,285 - 

リース債務 57,980 59,737 

未払法人税等 20,979 10,099 

前受金 126,062 147,638 

賞与引当金 12,583 25,913 

関係会社整理損失引当金 43,000 - 

その他 291,588 164,355 

流動負債合計 4,505,768 3,611,714 

固定負債    

リース債務 269,855 239,540 

その他 26,841 23,486 

固定負債合計 296,697 263,027 

負債合計 4,802,465 3,874,741 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,812,461 2,812,461 

資本剰余金 2,734,875 2,734,875 

利益剰余金 △350,565 △610,287 

自己株式 △431 △431 

株主資本合計 5,196,340 4,936,617 

その他の包括利益累計額    

為替換算調整勘定 85,516 70,230 

その他の包括利益累計額合計 85,516 70,230 

純資産合計 5,281,857 5,006,848 

負債純資産合計 10,084,323 8,881,590 
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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２四半期連結累計期間）

    (単位：千円) 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年９月１日 

 至 平成27年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成28年２月29日) 

売上高 6,302,542 687,363 

売上原価 5,541,788 472,482 

売上総利益 760,754 214,880 

販売費及び一般管理費 309,451 516,798 

営業利益又は営業損失（△） 451,303 △301,918 

営業外収益    

受取利息 275 286 

為替差益 - 8,556 

関係会社整理損失引当金戻入額 - 43,000 

その他 1,182 816 

営業外収益合計 1,458 52,659 

営業外費用    

支払利息 40,005 26,362 

支払手数料 25,493 25,954 

為替差損 4,374 - 

減価償却費 - 48,888 

その他 3,868 112 

営業外費用合計 73,741 101,317 

経常利益又は経常損失（△） 379,019 △350,576 

特別利益    

固定資産売却益 - 96,673 

受取補償金 160,141 - 

特別利益合計 160,141 96,673 

税金等調整前四半期純利益又は 

税金等調整前四半期純損失（△） 
539,160 △253,902 

法人税、住民税及び事業税 16,950 6,529 

法人税等調整額 △1,298 △709 

法人税等合計 15,652 5,819 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 523,508 △259,722 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
523,508 △259,722 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    (単位：千円) 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年９月１日 

 至 平成27年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成28年２月29日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 523,508 △259,722 

その他の包括利益    

為替換算調整勘定 34,543 △15,285 

その他の包括利益合計 34,543 △15,285 

四半期包括利益 558,052 △275,008 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 558,052 △275,008 

非支配株主に係る四半期包括利益 - - 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    (単位：千円) 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年９月１日 

 至 平成27年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成28年２月29日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益又は 

税金等調整前四半期純損失（△） 
539,160 △253,902 

減価償却費 199,125 137,553 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △212,054 △29,659 

賞与引当金の増減額（△は減少） - 13,329 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 12,565 - 

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） - △43,000 

受取利息及び受取配当金 △275 △286 

支払利息 40,005 26,362 

固定資産売却損益（△は益） - △96,673 

売上債権の増減額（△は増加） 1,244,877 617,174 

たな卸資産の増減額（△は増加） 444,947 △422,548 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,004,967 △85,566 

前受金の増減額（△は減少） △127,337 22,913 

その他 175,930 △61,994 

小計 311,977 △176,297 

利息及び配当金の受取額 278 291 

利息の支払額 △41,293 △26,362 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △39,405 △16,791 

営業活動によるキャッシュ・フロー 231,557 △219,159 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △49,365 △16,397 

定期預金の払戻による収入 117,469 68,623 

有形固定資産の取得による支出 △12,713 △45,409 

有形固定資産の売却による収入 876 229,850 

無形固定資産の取得による支出 △12,550 △864 

その他 △16,539 710 

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,178 236,513 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の返済による支出 - △500,000 

長期借入金の返済による支出 △326,000 △161,285 

リース債務の返済による支出 △154,181 △28,557 

配当金の支払額 △12 - 

財務活動によるキャッシュ・フロー △480,193 △689,842 

現金及び現金同等物に係る換算差額 26,927 △11,765 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △194,529 △684,254 

現金及び現金同等物の期首残高 2,228,291 2,334,924 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,033,761 1,650,669 
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（４）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。

 

（重要な後発事象）

該当事項ありません。

 

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間 

(自  平成27年９月１日 

至  平成28年２月29日) 

(千円) 

前年同四半期比 

(％) 

装置関連事業 1,314,549 108.8 

受託加工事業 － － 

合計 1,314,549 22.2 

(注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注状況 

当第２四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。 

セグメントの名称 
受注高 

(千円) 

前年同四半期比 

(％) 

受注残高 

(千円) 

前年同四半期比 

(％) 

装置関連事業 3,104,302 166.3 5,668,723 404.2 

受託加工事業 904,623 － 888,960 86.6 

合計 4,008,925 － 6,557,683 270.0 

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（３）販売実績 

当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間 

(自  平成27年９月１日 

至  平成28年２月29日) 

(千円) 

前年同四半期比 

(％) 

装置関連事業 671,699 47.5 

受託加工事業 15,663 0.3 

合計 687,363 10.9 

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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