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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 2,429 ― 38 ― 43 ― 37 ―
20年3月期第1四半期 2,054 △54.1 △127 ― △138 ― △84 ―

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

21年3月期第1四半期 808.51 806.92
20年3月期第1四半期 △1,818.43 ―

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

21年3月期第1四半期 10,391 5,007 48.2 107,501.71
20年3月期 11,186 5,025 44.9 109,904.40

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,007百万円 20年3月期  5,025百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 6,300 ― 150 ― 100 ― 190 ― 4,079.31
通期 14,700 132.0 850 ― 750 ― 600 ― 12,882.06

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  無  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）発行済株式数等には１株未満の端株がありますが、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、１株当たりの純資産、当期利益の算定にあたっては小
数点以下の端株を含めた数値によって算定しております。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記述は、発表日現在、当社が入手可能な情報から得られた判断に基づいており、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。業績予想に関する事項につきましては、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧く
ださい。 
２．連結業績予想の１株当たり当期純利益の算定にあたっては、当第１四半期会計期間末の株式数（自己株式数を控除）により計算しております。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  46,583株 20年3月期  46,576株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  7株 20年3月期  7株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  46,569株 20年3月期第1四半期  46,454株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景としたアメリカの景気後退懸念や素材、原油

価格などの上昇による企業収益の低下など景気の下振れリスクが高まる展開となりました。

　当社グループの主要取引先である液晶（ＬＣＤ）業界は、需給バランス、パネル価格の下落などの懸念はあるもの

の、良好な企業収益を背景に、設備投資に対する姿勢は積極的な状況にあります。

　受注状況は、台湾及び韓国向け商談の成約により受注額は37億3千8百万円（対前年同期比210.3％増）、受注残高

は139億6千8百万円（前年同期は37億3千5百万円）となりました。　

　検査関連装置事業は、韓国市場の回復、修正装置の販売数量増加に加え、費用の抑制を図ったことにより、売上高

は24億2千8百万円、営業利益は1億4千8百万円と好転いたしましたが、露光装置事業では装置本体の売上が無かった

こと、研究開発支出が増加したことから、1億1千4百万円の損失を計上しております。

  研究開発に関連して当社は,技術開発機構(NEDO)の「次世代大型低消費電力液晶ディスプレイ基盤技術開発」プロ

ジェクトに参画しており、助成金4千9百万円を特別利益に、助成金による固定資産圧縮損1千5百万円を特別損失とし

て計上しております。

　この結果、連結売上高は24億2千9百万円（対前年同期比18.3％）、連結営業利益は3千8百万円（前年同期は1億2千

7百万円の損失）、連結経常利益は4千3百万円（前年同期は1億3千8百万円の損失）、連結純利益は3千7百万円（前年

同期は8千4百万円の損失）と黒字転換いたしました。　

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における総資産は、前連結会計年度末に比べ7億9千4百万円減少し103億9千1百万

円となりました。主に「売掛金及び受取手形」が7億6千6百万円減少したことによります。

負債は、前連結会計年度末に比べ7億7千6百万円減少し、53億8千4万円となりました。主に「短期借入金」が　12

億円減少したこと、「支払手形及び買掛金」が4億2千8百万円増加したことによります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ1千8百万円減少し、50億7百万円となりました。主に、配当の支払5千8百万

円によります。　

②キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、6百万円増

加し、4億7千9百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

　営業活動の結果取得した資金は12億7千4百万円（前年同期は3億4百万円の使用）となりました。資金の取得は

主に売上債権の減少7億6千8百万円、仕入債務の増加4億2千2百万円によります。

　投資活動の結果使用した資金は1千4百万円（前年同期は6億1千1百万円の使用）となりました。

　財務活動の結果使用した資金は12億5千6百万円（前年同期は2億8千9百万円の取得）となりました。主に短期借

入金の純減12億円によります。 　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　現時点における業績は概ね予定通りで推移しております。当期の予想売上に対する受注はほぼ確定しており、現

時点における納期延伸などの情報はありません。したがって当期の業績予想に関しましては、平成20年5月15日に公

表しました予想からの変更はありません。　
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４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。　

（２）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

該当事項はありません。　

（３）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

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、総平均法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これによる売上総利益、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益は、それぞれ32百万円減少しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 673 665

受取手形及び売掛金 6,505 7,271

商品 25 18

原材料 825 802

仕掛品 1,077 1,046

その他 518 589

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 9,625 10,392

固定資産   

有形固定資産 389 415

無形固定資産 176 184

投資その他の資産   

破産更生債権等 114 114

その他 199 193

貸倒引当金 △114 △114

投資その他の資産合計 199 193

固定資産合計 766 793

資産合計 10,391 11,186

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,919 2,490

短期借入金 1,700 2,900

未払法人税等 9 12

引当金 84 120

その他 337 309

流動負債合計 5,050 5,833

固定負債   

長期借入金 300 300

引当金 33 27

固定負債合計 333 327

負債合計 5,384 6,161
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,219 2,218

資本剰余金 1,875 1,874

利益剰余金 963 983

自己株式 △2 △2

株主資本合計 5,056 5,075

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △49 △50

評価・換算差額等合計 △49 △50

純資産合計 5,007 5,025

負債純資産合計 10,391 11,186
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,429

売上原価 1,996

売上総利益 432

販売費及び一般管理費 394

営業利益 38

営業外収益  

受取利息 3

為替差益 9

その他 1

営業外収益合計 14

営業外費用  

支払利息 9

その他 0

営業外費用合計 9

経常利益 43

特別利益  

固定資産売却益 0

国庫補助金 49

その他 0

特別利益合計 49

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産圧縮損 15

特別損失合計 15

税金等調整前四半期純利益 78

法人税、住民税及び事業税 5

法人税等調整額 35

法人税等合計 40

四半期純利益 37
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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利益 78

減価償却費 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △39

製品保証引当金の増減額（△は減少） 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6

受取利息 △3

支払利息 9

為替差損益（△は益） △0

有形固定資産売却損益（△は益） 0

固定資産圧縮損 15

売上債権の増減額（△は増加） 768

たな卸資産の増減額（△は増加） △59

その他の流動資産の増減額（△は増加） 37

その他の固定資産の増減額（△は増加） △5

仕入債務の増減額（△は減少） 422

その他の流動負債の増減額（△は減少） 19

小計 1,284

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △8

法人税等の支払額 △2

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,274

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △11

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △1

投資有価証券の取得による支出 △0

貸付けによる支出 △3

貸付金の回収による収入 1

長期貸付金の回収による収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △14

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 6,950

短期借入金の返済による支出 △8,150

株式の発行による収入 2

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,256

現金及び現金同等物に係る換算差額 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6

現金及び現金同等物の期首残高 473

現金及び現金同等物の四半期末残高 479
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。　

（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当四半期（平成21年3月期第1四半期）　

検査関連装置事業
（百万円）

液晶基板製造（露
光）装置事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 2,428 0 2,429 － 2,429

営業費用 2,280 114 2,395 (5) 2,390

営業利益（損失△） 148 △114 33 5 38

ｂ．所在地別セグメント情報

　当四半期（平成21年3月期第1四半期）　

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

（１）外部顧客に対する売上高　 2,350 79 2,429 － 2,429

（２）セグメント間の内部売上高　 47 98 146 (146) －

計 2,398 177 2,575 (146) 2,429

営業費用 2,393 146 2,539 (149) 2,390

営業利益 4 30 35 3 38

ｃ．海外売上高

当四半期（平成21年3月期第1四半期）　

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,828 1,828

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 2,429

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
75.3 75.3

（６）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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 2,054

Ⅱ　売上原価 1,804

売上総利益 249

Ⅲ　販売費及び一般管理費 377

営業損失 127

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息　 4

２．その他　 7

営業外収益計 11

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息　 9

２.仕掛品除却損　 12

３．その他　 0

営業外費用計　 22

経常損失 138

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益　 0

２．製品保証引当金戻入益　 17

特別利益計　 18

税金等調整前四半期純損失 120

法人税、住民税及び事業税 0

法人税等調整額　 △36

四半期純損失 84
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期（当期）純損失（△） △120

減価償却費　 28

貸倒引当金の増減額（減少△）　 △0

賞与引当金の増減額（減少△）　 △53

製品保証引当金の増減額（減少△）　 △22

退職給付引当金の増加額　 7

受取利息及び配当金　 △4

為替差損（△差益）　 △1

支払利息 9

売上債権の増減額（増加△）　 △46

たな卸資産の減少額　 208

その他流動資産の増減額（増加△）　 △35

仕入債務の増減額（減少△）　 △221

その他流動負債の減少額　 △51

その他固定資産の増加額　 0

小計 △303

利息及び配当金の受取額　 5

利息の支払額　 △9

法人税等の支払額　 △253

営業活動によるキャッシュ・フロー △560

定期預金預け入れによる支出　 △79

投資有価証券の取得による支出　 △0

有形固定資産の取得による支出　 △30

無形固定資産の取得による支出　 △199

短期貸付による支出　 △21

短期貸付金の回収による収入　 23

長期貸付金の回収による収入　 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △307

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入　 9,600

短期借入の返済による支出　 △9,100

株式の発行による収入　 55

配当金支払による支出　 △57

財務活動によるキャッシュ・フロー 498

㈱ブイ・テクノロジー（7717）平成 21 年３月期第１四半期決算短信

－ 10 －



前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 23

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △346

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,170

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 823
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年3月期第1四半期）

検査装置事業
（百万円）

液晶基板製造
（露光）装置
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 1,240 813 2,054 ― 2,054

営業費用 1,469 716 2,185 △3 2,182

営業利益 △229 97 △132 3 △127

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年3月期第1四半期）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

（１）外部顧客に対する売上高　 1,928 125 2,054 ― 2,054

（２）セグメント間の内部売上高　 800 39 839 (839) ―

計 2,728 164 2,893 (839) 2,054

営業費用 2,831 181 3,012 (830) 2,182

営業利益（損失△） △102 △17 △119 △8 △127

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年3月期第1四半期）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,016 1,016

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 2,054

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
49.5 49.5

㈱ブイ・テクノロジー（7717）平成 21 年３月期第１四半期決算短信

－ 12 －


	7717_平成21年3月期　第１四半期決算短信_サマリー
	定性的情報
	財務諸表
	短信用BS_Part1.pdf
	短信用BS_Part2
	短信用PL
	短信用CF

	注記情報



