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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の業績（平成28年４月１日～平成28年12月31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 ％

29年３月期第３四半期 492 △41.7 △2 ― △8 ― △11 ―

28年３月期第３四半期 845 △13.6 72 △23.8 64 △34.0 54 △46.3
　

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

29年３月期第３四半期 △3.39 ―

28年３月期第３四半期 16.40 ―
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第３四半期 1,912 964 50.4

28年３月期 1,873 990 52.9
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 964百万円 28年３月期 990百万円
　　

　

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

28年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

29年３月期 ― 0.00 ―

29年３月期(予想) 5.00 5.00
(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29年３月期の業績予想（平成28年４月１日～平成29年３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 900 △40.2 130 △35.3 120 △35.9 85 △36.9 25.45
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

業績予想の修正につきましては、本日（平成29年２月14日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く
ださい。
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※ 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) 29年３月期３Ｑ 3,340,500株 28年３月期 3,340,500株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ ―株 28年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 3,340,500株 28年３月期３Ｑ 3,340,500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の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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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の復調で輸出や生産が増えたことなどを受け、12月の月

例経済報告で景気判断を１年９か月ぶりに引き上げるなど上向き基調となっております。一方、アメリカの金融政

策の動向、中国をはじめとするアジア新興国の経済の先行きや政策に関する不確実性による影響、金融資本市場の

変動の影響等、景気が下押しされるリスクもあります。

半導体業界におきましては、スマートフォン（スマホ）、SSD向けの需要拡大によりNANDフラッシュ業界が好況と

なっており、持ち直しの動きに足踏みがみられている設備投資におきましても、今後は増加が期待される様相とな

っております。

　このような状況のもと、当社は半導体及びナノテクノロジー分野におきまして最先端技術を支える検査計測装置

を中心に事業を展開しております。当第３四半期累計期間におきまして、当社の主力製品であります「Zシリーズ」

のマスクCD-SEMを１台売り上げました。投資計画の遅れにより販売時期がずれこんでいる客先もあるため、今後も

営業活動に力を入れていく所存です。

　上記の結果、売上高は492百万円（前年同四半期比41.7％減）となりました。損益につきましては、営業損失2百

万円（前年同四半期は72百万円の営業利益）、経常損失8百万円（前年同四半期は64百万円の経常利益）及び四半期

純損失11百万円（前年同四半期は54百万円の四半期純利益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

流動資産は、前事業年度末に比べて3.6％増加し、1,402百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が294

百万円減少した一方、仕掛品が265百万円、電子記録債権が144百万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1.9％減少し、510百万円となりました。これは、無形固定資産が18百万円増

加した一方、投資その他の資産が16百万円、有形固定資産が11百万円減少したことによります。

　この結果、総資産は、前事業年度末に比べて2.1％増加し、1,912百万円となりました。

　

(負債)

流動負債は、前事業年度末に比べて7.3％減少し、567百万円となりました。これは1年内返済予定の長期借入金が

34百万円増加した一方、短期借入金が100百万円減少したことなどによります。

　固定負債は、前事業年度末に比べて40.7％増加し、380百万円となりました。これは、長期借入金が114百万円増

加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7.4％増加し、947百万円となりました。

　
(純資産)

純資産合計は、前事業年度末に比べて2.6％減少し、964百万円となりました。これは、利益剰余金が28百万円減

少したことなどによります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　業績予想につきましては、当第３四半期累計期間における業績の動向を踏まえ、平成28年５月13日に発表いたし

ました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成29年２月14日）公表の「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。

　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。
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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

記載事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

記載事項はありません。

（３）追加情報

　(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を第１四半

期会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 411,388 340,726

受取手形及び売掛金 643,796 349,127

電子記録債権 - 144,180

仕掛品 149,979 415,530

原材料 68,092 96,360

その他 79,739 56,153

流動資産合計 1,352,997 1,402,078

固定資産

有形固定資産

建設仮勘定 178,285 178,285

その他（純額） 211,454 199,828

有形固定資産合計 389,739 378,113

無形固定資産 61,715 80,276

投資その他の資産 68,657 52,000

固定資産合計 520,112 510,391

資産合計 1,873,109 1,912,470

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 151,921 159,558

電子記録債務 58,567 70,241

短期借入金 150,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 95,352 129,890

未払法人税等 12,952 -

賞与引当金 13,342 27,008

製品保証引当金 35,689 27,537

その他 94,304 103,483

流動負債合計 612,130 567,719

固定負債

長期借入金 148,917 263,853

退職給付引当金 104,167 102,135

その他 17,010 14,077

固定負債合計 270,094 380,066

負債合計 882,224 947,785

純資産の部

株主資本

資本金 692,361 692,361

資本剰余金 163,754 163,754

利益剰余金 134,768 106,757

株主資本合計 990,884 962,873

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 - 1,810

評価・換算差額等合計 - 1,810

純資産合計 990,884 964,684

負債純資産合計 1,873,109 1,912,470
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 845,325 492,668

売上原価 479,759 260,860

売上総利益 365,566 231,807

販売費及び一般管理費 293,534 234,688

営業利益又は営業損失（△） 72,032 △2,881

営業外収益

受取利息 66 35

その他 72 66

営業外収益合計 139 101

営業外費用

支払利息 2,713 2,004

為替差損 5,152 3,068

その他 222 222

営業外費用合計 8,089 5,295

経常利益又は経常損失（△） 64,082 △8,074

特別損失

固定資産除却損 765 -

特別損失合計 765 -

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

63,317 △8,074

法人税、住民税及び事業税 8,535 2,793

法人税等調整額 - 440

法人税等合計 8,535 3,233

四半期純利益又は四半期純損失（△） 54,782 △11,308
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（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）

　 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。
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