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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 4,714 △28.6 318 △75.1 317 △74.8 190 △75.2
23年3月期第1四半期 6,606 73.2 1,277 511.5 1,262 534.7 765 253.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 188百万円 （△71.4％） 23年3月期第1四半期 658百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4,062.23 ―
23年3月期第1四半期 16,458.73 16,427.29

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

24年3月期第1四半期 15,823 8,424 52.6 177,960.12
23年3月期 15,710 8,401 53.0 177,811.79
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,327百万円 23年3月期  8,320百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
23年3月期期末配当には１部上場記念配当2,000円を含んでおります。 

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

23年3月期 ― 1,875.00 ― 3,875.00 5,750.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 10,800 △0.1 1,000 △46.8 1,000 △45.4 600 △46.8 12,822.70
通期 23,000 22.1 2,700 12.3 2,700 14.7 1,600 1.3 34,193.87
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(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期財務諸表に対 
する四半期レビュー手続を実施中であります。 

※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、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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ 
いては、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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は、当第1四半期連結会計期間末の株式数（自己株式を控除）により計算しております。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 47,540 株 23年3月期 47,540 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 748 株 23年3月期 748 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 46,792 株 23年3月期1Q 46,500 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災がもたらした供給網の寸断や電力

不足、並びに資源価格の高騰及び円高傾向の継続等により、先行き不透明な状況の中で推移いたしました。 

当社グループの関連するフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）市場は、ＴＶ用液晶パネルに関しては在庫調整局

面にあるものの、スマートフォン及びタブレット端末向けの中小型液晶パネルに関しては需要が増加傾向で推移いた

しました。 

このような環境の中、当社グループは、ＴＶ用液晶パネル向けの商談を引き続き海外パネルメーカーを中心に行う

とともに、市場拡大が期待されるスマートフォン及びタブレット端末、並びに３Ｄ対応の製品向けの商談を国内外の

パネルメーカー等に対して積極的に行ってまいりました。 

受注金額は、主に韓国及び台湾向けの検査関連装置の受注により25億8千9百万円（前年同四半期は48億6千6百万

円）となりましたが、前年同四半期と比べて減少しているのは、前年同四半期には露光装置及び大口の検査関連装置

を計上したことによります。なお、受注残高は70億2千2百万円（前年同四半期は74億9百万円）となりました。 

売上高は47億1千4百万円（前年同期比28.6%減）となりましたが、前年同四半期と比べて減少しているのは、前年

同四半期には国内向けの大口の露光装置の案件等を計上したことによります。 

上記の結果、営業利益は3億1千8百万円（前年同期比75.1%減）、経常利益は3億1千7百万円（前年同期比74.8%

減）、四半期純利益は1億9千万円（前年同期比75.2%減）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における総資産は、前連結会計年度末に比べ1億1千2百万円増加し、158億2千3百万円

となりました。主な増加は、現金及び預金6億4千5百万円、受取手形及び売掛金6千5百万円、原材料及び貯蔵品4千9百

万円によるものであり、主な減少は、仕掛品6億2千9百万円によるものであり、主に当第１四半期連結累計期間におい

て販売した露光装置等に係るものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ8千9百万円増加し73億9千8百万円となりました。主な増加は、前受金9億9千4百万

円によるものであり、主な減少は、支払手形及び買掛金4億5千8百万円、未払法人税等4億3千1百万円によるもので

す。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ2千3百万円増加し、84億2千4百万円となりました。主な増加は、四半期純利 

益1億9千万円、新株予約権1千6百万円によるものであり、主な減少は、剰余金の配当金の支払い1億8千1百万円に 

よるものです。 

  

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、前連結会計年度末に比べ 

13億5千6百万円減少し、53億8千4百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり 

であります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果取得した資金は、8億5千4百万円（前年同四半期は32億8百万円の取得）となりました。資金の取得

は、棚卸資産の減少額5億5千万円、前受金の増加額9億9千4百万円、税金等調整前四半期純利益3億1千7百万円によ

り、資金の使用は、主に売上債権の増加額6千6百万円、仕入債務の減少額4億5千7百万円、法人税等の支払額4億4千8

百万円によります。 

  

（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、20億2千6百万円（前年同四半期は4千万円の使用）となりました。主に定期預 

金の預入による支出額20億2百万円、有形固定資産の取得による支出額2千3百万円によります。 

  

（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、1億8千1百万円（前年同四半期は23億1千1百万円の使用）となりました。主に配

当金の支払額1億8千1百万円によります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月９日に発表いたしました平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想数値に

変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

該当事項はありません。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,046 7,691 

受取手形及び売掛金 4,443 4,509 

商品及び製品 74 103 

仕掛品 2,523 1,894 

原材料及び貯蔵品 346 396 

その他 732 689 

貸倒引当金 △7 △9 

流動資産合計 15,159 15,274 

固定資産   

有形固定資産 222 225 

無形固定資産 104 99 

投資その他の資産   

破産更生債権等 82 82 

その他 223 222 

貸倒引当金 △82 △82 

投資その他の資産合計 223 222 

固定資産合計 550 548 

資産合計 15,710 15,823 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,507 5,049 

未払法人税等 519 88 

製品保証引当金 267 174 

引当金 124 57 

その他 825 1,950 

流動負債合計 7,244 7,320 

固定負債   

引当金 64 77 

固定負債合計 64 77 

負債合計 7,309 7,398 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,408 2,408 

資本剰余金 2,064 2,064 

利益剰余金 4,140 4,149 

自己株式 △125 △125 

株主資本合計 8,488 8,497 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2 △3 

為替換算調整勘定 △165 △166 

その他の包括利益累計額合計 △168 △170 

新株予約権 80 97 

純資産合計 8,401 8,424 

負債純資産合計 15,710 15,823 
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 6,606 4,714 

売上原価 4,517 3,736 

売上総利益 2,089 978 

販売費及び一般管理費 811 660 

営業利益 1,277 318 

営業外収益   

受取利息 1 7 

その他 1 1 

営業外収益合計 2 8 

営業外費用   

支払利息 3 2 

為替差損 13 0 

その他 0 6 

営業外費用合計 18 9 

経常利益 1,262 317 

特別損失   

固定資産除却損 1 0 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11 － 

その他 － 0 

特別損失合計 13 0 

税金等調整前四半期純利益 1,249 317 

法人税、住民税及び事業税 489 28 

法人税等調整額 △6 99 

法人税等合計 483 127 

少数株主損益調整前四半期純利益 765 190 

四半期純利益 765 190 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 765 190 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 △0 

繰延ヘッジ損益 △2 － 

為替換算調整勘定 △103 △1 

その他の包括利益合計 △107 △1 

四半期包括利益 658 188 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 658 188 

少数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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 1,249 317 

減価償却費 34 27 

株式報酬費用 13 16 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 1 

賞与引当金の増減額（△は減少） △51 △66 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △8 △92 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8 13 

受取利息 △1 △7 

支払利息 3 2 

為替差損益（△は益） 0 2 

有形固定資産除却損 1 0 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11 － 

売上債権の増減額（△は増加） 366 △66 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,344 550 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 116 △58 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △3 0 

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 0 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,192 △457 

前受金の増減額（△は減少） 397 994 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 200 120 

小計 3,496 1,298 

利息及び配当金の受取額 0 7 

利息の支払額 △3 △2 

法人税等の支払額 △285 △448 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,208 854 

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 － △2,002 

有形固定資産の取得による支出 △33 △23 

無形固定資産の取得による支出 △5 △1 

投資有価証券の取得による支出 △0 △0 

貸付けによる支出 △2 △0 

貸付金の回収による収入 0 1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △40 △2,026 

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 3,070 2,660 

短期借入金の返済による支出 △5,380 △2,660 

株式の発行による収入 172 － 

配当金の支払額 △174 △181 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,311 △181 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 841 △1,356 

現金及び現金同等物の期首残高 788 6,740 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,629 5,384 
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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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 当社の事業特性上、生産、受注及び販売額について前年同四半期と比較した場合、増減額又は増減割合が著しく変

動する可能性があります。これは、ＦＰＤ関連製造設備は生産性向上のために大型化し１件当たりの投資額が巨額に

なってきていること及び検査関連装置に比べて単価が多額である露光装置の事業が拡大していること、並びに当社グ

ループでは、顧客の個別注文に応じた受注生産販売を行っているため、顧客の都合によっては受注や納入の時期が変

動し、業績に与える影響が大きくなる可能性があるためです。 

 当第１四半期連結累計期間において、ＦＰＤ事業の生産、受注及び販売実績は、次のとおりです。 

  

 ①生産実績 

  当第１四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、次のとおりです。  

 （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受注金額 

 当第１四半期連結累計期間の受注金額を地域別に示すと、次のとおりです。  

（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。 

  

 ③販売実績 

 当第１四半期連結累計期間の販売実績を地域別に示すと、次のとおりです。  

   （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称 

前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） 

（百万円）  

当四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年６月30日） 

（百万円）  

前年同四半期比（％） 

ＦＰＤ事業 2,654   3,295   24.2  

合計 2,654   3,295   24.2  

地域 

 前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） 

（百万円） 

 当四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日  

   至 平成23年６月30日） 

（百万円） 

 前年同四半期比（％） 

日本 395   152   △61.5  

中国 432   48   △88.8  

韓国 3,842   1,907   △50.4  

台湾 195   481   146.8  

合計 4,866   2,589   △46.8  

地域 

 前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） 

（百万円） 

 当四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日  

   至 平成23年６月30日） 

（百万円） 

 前年同四半期比（％） 

日本 4,087   407   △90.0  

中国 1,454   3,991   174.4  

韓国 909   235   △74.2  

台湾 154   80   △47.5  

合計 6,606   4,714   △28.6  
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