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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第3四半期 12,465 54.1 △734 ― △1,048 ― △1,149 ―
22年3月期第3四半期 8,087 △57.8 △2,469 ― △2,707 ― △2,773 ―

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

23年3月期第3四半期 △25.90 ―
22年3月期第3四半期 △62.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 28,432 7,420 26.1 167.22
22年3月期 29,764 8,837 29.7 199.09

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,420百万円 22年3月期  8,837百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 20,000 54.6 400 ― 150 ― 50 ― 1.13



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々
な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期の連結
業績等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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 47,178,956株 22年3月期  47,178,956株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,804,205株 22年3月期  2,788,704株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 44,384,719株 22年3月期3Q  44,571,733株
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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わが国経済は、新興国を中心とした外需にささえられ、企業収益や設備投

資に持ち直しの傾向が見られるなど、緩やかな回復基調で推移したものの、円高の進行やデフレの影響により、

改善の動きに一服感が見受けられました。 

海外におきましても、中国やインドなどアジア地域における景気が回復基調を維持する一方で、米国や欧州経

済は緩やかな回復にとどまるなど、国や地域により、景況感にばらつきが見られました。 

このような状況の中で当社グループは、顧客の幅広いニーズに対応した製品の開発や海外市場への積極的な販

売活動、内製化率の向上、徹底したコストの削減に重点を置き、収益性の向上に努めてまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は前年同期比54.1%増の12,465百万円、経常損失は1,048百

万円(前年同期は経常損失2,707百万円)、四半期純損失は1,149百万円(前年同期は四半期純損失2,773百万円)とな

りました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して1,331百万円減少し、28,432百万円とな

りました。内訳については、流動資産は前期末比621百万円減少の17,497百万円、固定資産は709百万円減少の

10,934百万円であります。流動資産減少の主な要因は、第４四半期の出荷に向けて棚卸資産が1,482百万円増加し

た一方で、受取手形及び売掛金が1,820百万円減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して85百万円増加し、21,011百万円と

なりました。この増加の主な要因は、長期借入金と短期借入金が合計で668百万円減少した一方で、支払手形及び

買掛金が895百万円増加したことによるものであります。 

また、純資産は前連結会計年度末と比較して1,417百万円減少し、7,420百万円となりました。この減少の主な

要因は、四半期純損失1,149百万円であります。 

これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の29.7％から26.1％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と

比較して506百万円（8.6％）減少し、5,371百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、1,026百万円（前年同期比69.4％減）となりました。これは主に、棚卸資産の

増加1,733百万円により資金が減少した一方で、売上債権の減少1,716百万円や仕入債務の増加900百万円により資

金が増加し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） 

投資活動の結果使用した資金は、586百万円（前年同期比23.7％増）となりました。これは主に、定期預金の払

い戻しによる収入が348百万円あった一方で、定期預金の預け入れによる支出が602百万円、有形固定資産の取得

による支出が253百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は、832百万円（前年同期比39.5％減）となりました。これは主に、長期借入れに

よる収入が260百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が1,164百万円あったことによるものでありま

す。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済動向につきましては、アジア諸国をはじめとする新興国の成長に牽引され、景気は持ち直しの基調

が持続するものと思われますが、為替問題や経済対策効果の一巡による反動が懸念されるなど、依然として不透

明な市場環境が予想されます。 

 このような中で当社グループは、太陽光発電やLEDを始めとする環境・エネルギー分野や、シリコン研削の新技

術を取り入れた新製品の開発を進め、さらに、ソフトウェアの充実にも力を入れ、より一層の操作性向上を目指

した製品群を提供してまいります。 

 また、これらの製品を、幅広い業種を対象に展開してゆくと共に、徹底したコスト削減に加え、内製化率を高

めるなど諸施策を実施し、収益性の向上に努めてまいります。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。   

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法  

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、一部実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期

間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重要な

ものに限定しております。 

  

（四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更）  

 資産除去債務に関する会計基準の適用  

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ６百万円、税金等調整前四半期純

損失は48百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は77百万円で

あります。  

  

２．その他の情報
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,394 6,652

受取手形及び売掛金 3,998 5,818

商品及び製品 1,202 1,043

仕掛品 3,654 2,721

原材料及び貯蔵品 1,835 1,445

その他 459 474

貸倒引当金 △46 △36

流動資産合計 17,497 18,119

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,393 4,726

その他（純額） 5,208 5,729

有形固定資産合計 9,601 10,455

無形固定資産 107 114

投資その他の資産   

投資有価証券 613 503

その他 633 591

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 1,225 1,074

固定資産合計 10,934 11,644

資産合計 28,432 29,764

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,827 1,932

短期借入金 9,109 8,873

1年内返済予定の長期借入金 1,723 1,756

未払法人税等 48 36

賞与引当金 58 142

その他 1,224 1,154

流動負債合計 14,992 13,895

固定負債   

長期借入金 4,502 5,374

退職給付引当金 1,045 1,055

資産除去債務 78 －

その他 393 600

固定負債合計 6,019 7,031

負債合計 21,011 20,926
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,880 4,880

利益剰余金 5,704 6,854

自己株式 △1,342 △1,340

株主資本合計 9,242 10,394

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 154 96

為替換算調整勘定 △1,976 △1,653

評価・換算差額等合計 △1,822 △1,556

純資産合計 7,420 8,837

負債純資産合計 28,432 29,764
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 8,087 12,465

売上原価 7,532 9,550

売上総利益 554 2,915

販売費及び一般管理費 3,024 3,650

営業損失（△） △2,469 △734

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 4 8

物品売却益 4 9

助成金収入 20 －

保険解約返戻金 － 94

その他 62 61

営業外収益合計 95 178

営業外費用   

支払利息 255 246

為替差損 2 163

その他 75 81

営業外費用合計 332 491

経常損失（△） △2,707 △1,048

特別利益   

固定資産売却益 11 24

貸倒引当金戻入額 1 3

特別利益合計 13 27

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42

特別退職金 6 －

特別損失合計 6 42

税金等調整前四半期純損失（△） △2,700 △1,063

法人税、住民税及び事業税 17 82

法人税等調整額 55 3

法人税等合計 73 86

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,149

四半期純損失（△） △2,773 △1,149
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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損失（△） △2,700 △1,063

減価償却費 835 858

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △127 △83

受取利息及び受取配当金 △7 △12

保険返戻金 － △94

支払利息 255 246

為替差損益（△は益） △10 183

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42

売上債権の増減額（△は増加） 4,868 1,716

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,149 △1,733

その他の資産の増減額（△は増加） △43 45

仕入債務の増減額（△は減少） △923 900

長期未払金の増減額（△は減少） 8 △3

その他の負債の増減額（△は減少） △164 165

その他 △4 1

小計 3,111 1,170

利息及び配当金の受取額 7 11

利息の支払額 △243 △231

保険返戻金の受取額 － 94

法人税等の支払額 △96 △61

法人税等の還付額 570 42

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,349 1,026

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 △576 △602

定期預金の払戻による収入 611 348

有形固定資産の取得による支出 △499 △253

保険積立金の積立による支出 － △93

その他 △9 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △474 △586

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 683 282

長期借入れによる収入 1,965 260

長期借入金の返済による支出 △3,548 △1,164

リース債務の返済による支出 △220 △203

配当金の支払額 △220 △1

その他 △34 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,376 △832

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,499 △506

現金及び現金同等物の期首残高 4,184 5,878

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,683 5,371
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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