
  

  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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代表者          （役職名） 取締役社長 （氏名）西本 實男 
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  （百万円未満切捨て）

（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１四半期  3,774  128.6  △362 ―  △461 ―  △515 ― 

22年３月期第１四半期  1,651  △70.6  △1,063     ―  △1,086    ―  △1,115 ― 

  
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１四半期  △11.62 ―      

22年３月期第１四半期  △25.01     ―      

  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１四半期  29,280  8,103  27.7  182.57

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１四半期 8,103百万円 22年３月期 8,837百万円

  
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

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  9,000  100.8  △300 ―  △450 ―  △460 ―  △10.36

通期  21,000  62.4  800 ―  400 ―  380 ―  8.56



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規    ―  社 （社名）                        、除外    ― 社  （社名） 

（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 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（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。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 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１Ｑ 2,792,607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１Ｑ 44,388,295株 22年３月期１Ｑ 44,618,933株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア地域の需要拡大や政府による経済対策の効果により企

業収益が改善し、輸出や生産に持ち直しの動きが見受けられたものの、円高の進行などによる先行き不透明感か

ら、企業の設備投資には依然として力強さがなく、本格的な回復には至りませんでした。 

 海外におきましても、中国を中心としたアジア諸国を牽引役として景気回復基調が持続する一方で、欧州におけ

る財政問題の拡大懸念も不安材料として残ることから、世界経済の先行きは不透明感を強めており、当社グループ

を取り巻く経済情勢は厳しい状況にあります。 

 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１四半期連結会計期間の連結売上高は前年同期比128.6％増の3,774百万円、経常損失は461百万

円（前年同期は経常損失1,086百万円）、四半期純損失は515百万円（前年同期は四半期純損失1,115百万円）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１四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483百万円減少し、29,280百万円となり

ました。内訳については、流動資産は前期末比165百万円減少の17,954百万円、固定資産は318百万円減少の11,326

百万円であります。 

 流動資産減少の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少であり、前期末に増加した売掛金の回収によるものであ

ります。 

 当第１四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249百万円増加し、21,176百万円と

なりました。この増加の主な要因は、流動負債その他に含まれる未払費用の増加149百万円であります。 

 また、純資産は、前連結会計年度末と比較して733百万円減少し、8,103百万円となりました。この減少の主な要

因は、四半期純損失515百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の29.7％から27.7％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第１四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197百万円（3.4％）増加し、6,075百万円となりました。 

 当第１四半期連結会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、400百万円（前年同期比82.8％減）となりました。これは主に、売上高の増

加に伴い販売費等に関する債務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、31百万円（前年同期比61.2％減）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192百万円あった一方で、定期預金の預け入れによる支出100百万円、保険積立金の積立によ

る支出85百万円及び有形固定資産の取得による支出30百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は、62百万円（前年同期比88.0％減）となりました。これは主に、短期借入によ

る収入127百万円（純額）や長期借入による収入100百万円があった一方で、長期借入金の返済221百万円やリー

ス債務の支払68百万円があったことによるものであります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済動向につきましては、中国を中心に、引き続き、堅調に推移していくと予想されることから、景気の

回復基調は持続するものと思われます。しかしながら、欧州諸国における財政問題や金融システムに対する不安も

存在することから、景気の下振れリスクが懸念され、先行きは依然として不透明感が残っております。 

このような中で当社グループは、太陽電池や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、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、引き続き、より一層のコスト削減に加え、

内製化率を高めるなど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１四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、前連結会計年度末の

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の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 

  「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

 当第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。 

 これにより営業損失、経常損失はそれぞれ２百万円、税金等調整前四半期純損失は44百万円増加しておりま

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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 6,752 6,652

受取手形及び売掛金 5,650 5,818

商品及び製品 1,194 1,043

仕掛品 2,600 2,721

原材料及び貯蔵品 1,457 1,445

その他 331 474

貸倒引当金 △33 △36

流動資産合計 17,954 18,119

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,578 4,726

その他（純額） 5,446 5,729

有形固定資産合計 10,024 10,455

無形固定資産 108 114

投資その他の資産   

投資有価証券 560 503

その他 652 591

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 1,192 1,074

固定資産合計 11,326 11,644

資産合計 29,280 29,764

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,961 1,932

短期借入金 8,953 8,873

1年内返済予定の長期借入金 1,663 1,756

未払法人税等 22 36

賞与引当金 84 142

その他 1,485 1,154

流動負債合計 14,170 13,895

固定負債   

長期借入金 5,346 5,374

退職給付引当金 1,051 1,055

資産除去債務 77 －

その他 530 600

固定負債合計 7,006 7,031

負債合計 21,176 20,926
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 6,338 6,854

自己株式 △1,340 △1,340

株主資本合計 9,878 10,394

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 123 96

為替換算調整勘定 △1,897 △1,653

評価・換算差額等合計 △1,774 △1,556

純資産合計 8,103 8,837

負債純資産合計 29,280 29,764
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,651 3,774

売上原価 1,724 2,969

売上総利益又は売上総損失（△） △73 805

販売費及び一般管理費 990 1,167

営業損失（△） △1,063 △362

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 3 3

為替差益 52 －

保険解約返戻金 － 91

その他 29 28

営業外収益合計 87 125

営業外費用   

支払利息 87 82

為替差損 － 121

その他 23 20

営業外費用合計 110 224

経常損失（△） △1,086 △461

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 1 3

特別利益合計 2 3

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42

特別損失合計 － 42

税金等調整前四半期純損失（△） △1,084 △500

法人税、住民税及び事業税 2 8

法人税等調整額 29 7

法人税等合計 31 15

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △515

四半期純損失（△） △1,115 △515
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△） △1,084 △500

減価償却費 276 286

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） △72 △56

受取利息及び受取配当金 △5 △5

保険返戻金 － △91

支払利息 87 82

為替差損益（△は益） △61 173

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） 4,296 124

たな卸資産の増減額（△は増加） △124 △172

その他の資産の増減額（△は増加） 94 135

仕入債務の増減額（△は減少） △1,106 28

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） 119 362

その他 10 △5

小計 2,413 400

利息及び配当金の受取額 4 5

利息の支払額 △61 △69

保険返戻金の受取額 － 91

法人税等の支払額 △21 △27

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,335 400

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 △100 △100

定期預金の払戻による収入 180 192

有形固定資産の取得による支出 △164 △30

保険積立金の積立による支出 － △85

その他 2 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △82 △31

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） △19 127

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △220 △221

配当金の支払額 △202 △0

その他 △81 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー △524 △62

現金及び現金同等物に係る換算差額 34 △108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,762 197

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 5,947 6,075
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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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