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(百万円未満四捨五入)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 11,350 △15.3 △2,558 ― △2,051 ― △2,120 ―
24年３月期 13,396 △35.5 △2,388 ― △2,487 ― △4,647 ―

(注) 包括利益 25年３月期 △1,308百万円( ―％) 24年３月期 △4,672百万円( ―％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年３月期 △116.65 ― △7.1 △6.4 △22.5
24年３月期 △255.67 ― △14.2 △7.1 △17.8

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 ― 百万円 24年３月期 ―百万円

（２）連結財政状態

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

25年３月期 31,004 28,967 93.4 1,593.73
24年３月期 32,664 30,366 93.0 1,670.68

(参考) 自己資本 25年３月期 28,967百万円 24年３月期 30,366百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年３月期 2,225 △1,794 △91 9,253
24年３月期 △1,482 △1,017 △93 8,821

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 91 ― 0.3
25年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 91 ― 0.3

26年３月期(予想) ― 0.00 ― ― ― ―

(注)平成26年３月期の期末配当予想については未定です。

３．平成26年３月期第１四半期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

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１四半期 2,400 △52.5 △1,170 ― △1,100 ― △1,060 ― △58.32



  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 
   

   

   

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（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）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) 25年３月期 20,047,500株 24年３月期 20,047,500株

② 期末自己株式数 25年３月期 1,872,189株 24年３月期 1,871,699株

③ 期中平均株式数 25年３月期 18,175,563株 24年３月期 18,175,838株

(参考) 個別業績の概要
平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 10,610 △16.5 △2,584 ― △2,002 ― △2,016 ―
24年３月期 12,700 △36.0 △2,561 ― △2,082 ― △4,201 ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年３月期 △110.91 ―
24年３月期 △231.16 ―

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

25年３月期 29,145 27,281 93.6 1,500.97
24年３月期 30,995 28,811 93.0 1,585.15

(参考) 自己資本 25年３月期 27,281百万円 24年３月期 28,811百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財

務諸表に対する監査手続きは終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意） 

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および合理的であると

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。業績予想の前提となる条件およ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、添付資料2ページ「１.経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

（決算補足説明資料の入手方法） 

決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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①  当期の経営成績 

当連結会計年度における世界経済は、欧州債務問題の長期化や米国の財政問題による企業心理の冷え込みを背景と

して、中国の輸出が減速するとともに内需も低迷するなど、新興国においても成長の鈍化が鮮明となりました。 

半導体業界においては、スマートフォンやタブレット端末の新製品が上期のエレクトロニクス産業を牽引しました

が、先進国における需要が一巡したことを受け、半導体の需要も減速しました。また、世界景気減速を背景に、PC

やテレビの需要低迷が継続し、11月にはDRAM価格が過去 安値を記録するなどの状況から、下期を通じて半導体メ

ーカー各社の設備投資抑制が継続することとなりました。 

このような状況のもと、当社グループは、半導体分野、電子部品分野での販売強化に加え、10月にTCB工法サブスト

レート用フリップチップボンダLFB-1102を市場投入し、フリップチップ工法による高付加価値半導体分野への積極

的な拡販に努めました。また、新型プラットフォームをベースとしたワイヤボンダの新機種UTC-5000を12月に市場

投入することにより、収益性改善の取り組みを進めました。 

これらの結果、市場でのプレゼンスは向上したものの、顧客におけるTSVやTCBフリップチッププロセスの製品への

適用は未だ限定的なことより、販売面での成果には今少し時間を要するものと思われます。また、電子部品分野に

おいては、積極的な拡販により、一定の成果を上げることができましたが、メモリメーカーを中心とした設備投資

抑制の影響を受け、全体としての受注は減少しました。利益面においては、設計段階からの原価低減など、コスト

構造の改革は着実に進展したものの、売上の減少と12月まで継続した歴史的な超円高の影響などにより、依然とし

て厳しい状況が続きました。 

当連結会計年度の業績は、売上高11,350百万円（前年同期比15.3％減）、営業損失2,558百万円（前年同期は営業損

失2,388百万円）、経常損失2,051百万円（前年同期は経常損失2,487百万円）、当期純損失2,120百万円（前年同期

は当期純損失4,647百万円）となりました。 

  

②  今後の見通し 

各国の金融緩和等により、日米の株高基調が鮮明となっているものの、南欧の金融不安を受けた欧州債務問題の再

燃懸念や、中国を始めとする新興国の成長鈍化など、世界景気は依然として不透明な状況にあります。 

半導体業界においては、引き続きPCやテレビの需要は力強さにかけるものの、メモリの在庫調整が一巡したことに

加え、モバイル関連を中心とした半導体需要の回復期待は強く、まだら模様の状況が継続しています。現時点で

は、部分的には設備投資の動きが見られ始めていますが、方向感を見定めるには若干の時間を要するものと思われ

ます。 

当社グループは、拡大が予想される３Ｄパッケージングデバイスに対応したフリップチップボンダの市場投入に加

え、コスト競争力を有するワイヤボンダ、ダイボンダの新機種を市場投入することで、半導体分野、電子部品分

野、高付加価値半導体分野でのシェア拡大を図ります。また、今春より稼動を開始したタイ工場の生産体制を拡充

することで、シェア拡大に不可欠な生産能力を確保するとともに、収益構造の改革とコスト優位性の確立を図るこ

とで、グローバル競争力の強化と黒字化の達成を目指します。 

次期の見通しについては、直近の受注状況など、現時点において当社グループが把握する情報に基づき、第１四半

期連結累計期間の業績予測を開示します。 

第１四半期連結累計期間の業績は、売上高2,400百万円（前年同期比52.5％減）、営業損失1,170百万円（前年同期

は営業損失56百万円）、経常損失1,100百万円（前年同期は経常損失98百万円）、四半期純損失1,060百万円（前年

同期は四半期純損失155百万円）を見込んでいます。 

なお、為替の想定換算レートは、95円／米ドルです。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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①  資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より1,660百万円減少し、31,004百万円となりました。主な増加

は、その他の流動資産1,186百万円（タイ生産子会社に対する短期貸付金を含む）、投資有価証券694百万円、現金

及び預金452百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金3,482百万円、仕掛品390百万円です。 

負債合計は、前連結会計年度末より260百万円減少し、2,037百万円となりました。主な増加は、繰延税金負債118百

万円であり、主な減少は、買掛金304百万円です。 

純資産は、前連結会計年度末より1,399百万円減少し、28,967百万円となりました。主な増加は、その他有価証券評

価差額金576百万円および為替換算調整勘定236百万円であり、主な減少は、当期純損失の計上および配当金の支払

いによる利益剰余金の減少2,211百万円です。 

この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末より76円95銭減少し、1,593円73銭となり、自己資本比率は、

前連結会計年度末の93.0％から93.4％となりました。 

  

②  キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より432百万円増加し、9,253百万円

となりました。 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,225百万円の収入（前年同期は1,482百万円の支出）となりました。その

主な要因は、税金等調整前当期純損失を2,057百万円計上したものの、売上債権の減少額3,553百万円、減価償却費

663百万円およびたな卸資産の減少額628百万円を計上したことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,794百万円の支出（前年同期は1,017百万円の支出）となりました。その

主な要因は、定期預金の払戻による収入1,031百万円があったものの、タイ生産子会社に対する貸付けによる支出

1,084百万円、定期預金の預入による支出997百万円および有形固定資産の取得による支出712百万円があったことに

よるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払いにより91百万円の支出（前年同期は93百万円の支出）

となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としてい

ます。 

  

（２）財政状態に関する分析

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％） 96.7 94.4 93.4 93.0 93.4

時価ベースの自己資本比率（％） 47.2 67.5 41.9 26.2 27.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

－ － － － －
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当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付け、安定配当の継続を基本方針としながらも、業績を

反映した利益還元にも配慮していく考えです。 

内部留保資金につきましては、新技術の研究開発を中心に、経営環境の変化に対応するための投資などに活用する

ことにより、長期的な競争力の強化と収益の拡大を図ってまいります。 

当期の配当金につきましては、上記の方針に基づき、期末配当金を１株当たり５円とする予定です。なお、本件は

平成25年６月27日に開催予定の第55回定時株主総会に付議する予定です。 

次期の配当につきましては、当社グループを取り巻く事業環境が先行き不透明な状況にあることから、中間配当は

無配、期末配当は今後の業績動向を見極めつつ検討することとし、未定とさせていただきます。配当予想額の開示

が可能となった時点で、速やかに公表いたします。  

  

当社グループは、人が想像力を発揮し夢と希望を持てる社会、人が人の持つ可能性に挑戦できる環境の実現のため

に、ロボット技術を磨き、人間社会をより豊かにする 先端技術を提案することにより企業価値 大化を図り、す

べてのステークホルダーへ満足と安心、そして幸せを提供することを経営の基本方針としています。  

  

当社グループは、半導体組立工程のアジア新興国への移転が進展する市場環境および為替レートの変動に対応する

ため、アジア諸国からのユニット調達拡大に加え、海外委託生産やタイにおける組立工場の建設などに取り組みま

した。平成24年12月に当社グループ初の海外工場が竣工し、数年来進めてきた、真のグローバル化に向けた素地が

整いました。 

エレクトロニクス業界においては、デジタル家電の需要は伸び悩んでいるものの、スマートフォンやタブレットPC

市場は依然として拡大を継続しています。これらのモバイル機器では、低消費電力・大容量化など、更なる高機能

化が求められており、半導体の３Ｄパッケージング技術が注目されています。 

また、ワイヤボンディングの分野においては、従来の金ワイヤから銅ワイヤなどへの移行が強まっており、多種多

様なワイヤによるボンディング技術の確立が必要不可欠となっています。 

当社グループは、これらの事業環境の変化に対応し、黒字化の達成と成長軌道への転換を目指し、以下の課題に取

り組んでいます。 
  
①  生産能力拡大 

タイ工場において、主力製品であるワイヤボンダを量産するとともに、グローバル調達の拡大により現地調達比

率を向上させることで、収益構造の改革とコスト優位性の確立を図ります。 

タイ工場の本格稼動により、本社工場はフリップチップボンダやダイボンダなどの高付加価値製品の生産に注力

し、３ＤパッケージやLEDなど新たな市場での需要に対応する生産体制の構築を図ります。 
  
②  販売強化 

ワイヤボンダについては、新機種UTC-5000をベースとしたディスクリート用およびCu対応機などの計５機種を市

場投入し、半導体市場に加えて、スマートフォンの普及に伴い需要が増加しているイメージセンサーやRFモジュ

ールなどの電子部品市場、LED市場でのシェア拡大を目指します。 

ダイボンダについては、ディスクリート用新機種を市場投入することで、中国ディスクリート市場でのシェア拡

大を目指します。 

フリップチップボンダについては、拡大が予想される半導体の３Ｄパッケージに対応すべく、Cuピラーデバイス

向けTCB工法サブストレート用（Chip to Substrate）機種に加え、ウェーハ用（Chip to Wafer）機種などのTCB

フリップチッププロセス用装置を展開することで、大手OSAT（後工程受託メーカー）への拡販を図ります。 
  
③  技術力強化 

プロセス技術および要素技術の開発体制を強化することで、競争力のあるコア技術の開発を推進します。また、

ベトナムのソフトウエア開発子会社の機能とタイ工場の設計機能を拡大することにより、グローバルエンジニア

リング体制を確立し、グローバル市場での技術競争力強化を目指します。 

これらの体制強化に加え、ワイヤボンディング分野については、金価格の高騰に対応すべく、銅をはじめとする

多種多様なワイヤによるボンディング技術の早期確立を図ります。また、TCBフリップチッププロセス機能の向上

はもとより、ワイヤボンダ、ダイボンダにおいても、３Ｄパッケージング技術への対応を推し進めて行きます。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,393 9,845

受取手形及び売掛金 5,713 2,231

商品及び製品 3,717 3,603

仕掛品 1,704 1,315

原材料及び貯蔵品 490 407

繰延税金資産 34 16

その他 504 1,690

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 21,553 19,105

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,701 11,722

減価償却累計額 △10,210 △10,366

建物及び構築物（純額） 1,490 1,357

機械装置及び運搬具 2,343 2,686

減価償却累計額 △2,124 △2,217

機械装置及び運搬具（純額） 219 470

土地 4,929 4,929

建設仮勘定 6 8

その他 1,681 1,769

減価償却累計額 △1,609 △1,676

その他（純額） 72 94

有形固定資産合計 6,716 6,857

無形固定資産   

その他 155 57

無形固定資産合計 155 57

投資その他の資産   

投資有価証券 ※  3,903 ※  4,597

長期貸付金 37 32

繰延税金資産 29 25

その他 275 330

貸倒引当金 △4 △0

投資その他の資産合計 4,240 4,984

固定資産合計 11,111 11,899

資産合計 32,664 31,004
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 770 467

未払法人税等 43 52

繰延税金負債 1 －

製品保証引当金 172 120

その他 272 315

流動負債合計 1,258 954

固定負債   

退職給付引当金 566 515

繰延税金負債 429 547

その他 45 22

固定負債合計 1,040 1,084

負債合計 2,298 2,037

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,360 8,360

資本剰余金 8,907 8,907

利益剰余金 15,979 13,768

自己株式 △3,149 △3,149

株主資本合計 30,097 27,886

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 730 1,306

為替換算調整勘定 △461 △226

その他の包括利益累計額合計 269 1,081

純資産合計 30,366 28,967

負債純資産合計 32,664 31,004
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 13,396 11,350

売上原価 10,339 8,633

売上総利益 3,057 2,716

販売費及び一般管理費   

営業サービス費 331 357

従業員給料及び賞与 959 954

退職給付費用 85 28

試験研究費 1,921 2,033

貸倒引当金繰入額 2 －

製品保証引当金繰入額 171 119

その他 1,976 1,783

販売費及び一般管理費合計 5,445 5,274

営業損失（△） △2,388 △2,558

営業外収益   

受取利息 10 27

受取配当金 62 62

受取賃貸料 5 9

受取保険金 16 8

助成金収入 31 84

為替差益 － 298

その他 20 21

営業外収益合計 144 509

営業外費用   

為替差損 233 －

賃貸収入原価 6 2

その他 3 0

営業外費用合計 243 3

経常損失（△） △2,487 △2,051

特別利益   

固定資産売却益 － 10

特別利益合計 － 10

特別損失   

固定資産除却損 － 5

ゴルフ会員権評価損 1 －

損害賠償金 － ※2  11

災害による損失 ※1  320 －

特別損失合計 321 16

税金等調整前当期純損失（△） △2,808 △2,057

法人税、住民税及び事業税 50 40

法人税等調整額 1,789 23

法人税等合計 1,839 63

少数株主損益調整前当期純損失（△） △4,647 △2,120

当期純損失（△） △4,647 △2,120

㈱新川（6274）平成25年３月期決算短信

－ 7 －



 連結包括利益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △4,647 △2,120

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 65 576

為替換算調整勘定 △90 236

その他の包括利益合計 △25 812

包括利益 △4,672 △1,308

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △4,672 △1,308

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 8,360 8,360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,360 8,360

資本剰余金   

当期首残高 8,907 8,907

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,907 8,907

利益剰余金   

当期首残高 20,717 15,979

当期変動額   

剰余金の配当 △91 △91

当期純損失（△） △4,647 △2,120

当期変動額合計 △4,738 △2,211

当期末残高 15,979 13,768

自己株式   

当期首残高 △3,149 △3,149

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3,149 △3,149

株主資本合計   

当期首残高 34,835 30,097

当期変動額   

剰余金の配当 △91 △91

当期純損失（△） △4,647 △2,120

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △4,738 △2,211

当期末残高 30,097 27,886
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 666 730

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 65 576

当期変動額合計 65 576

当期末残高 730 1,306

為替換算調整勘定   

当期首残高 △371 △461

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 236

当期変動額合計 △90 236

当期末残高 △461 △226

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 294 269

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25 812

当期変動額合計 △25 812

当期末残高 269 1,081

少数株主持分   

当期首残高 6 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 －

当期変動額合計 △6 －

当期末残高 － －

純資産合計   

当期首残高 35,136 30,366

当期変動額   

剰余金の配当 △91 △91

当期純損失（△） △4,647 △2,120

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32 812

当期変動額合計 △4,770 △1,399

当期末残高 30,366 28,967
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △2,808 △2,057

減価償却費 716 663

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 159 △57

その他の引当金の増減額（△は減少） △134 △52

受取利息及び受取配当金 △72 △89

為替差損益（△は益） 12 △152

固定資産除却損 － 5

有形固定資産売却損益（△は益） － △10

売上債権の増減額（△は増加） 1,434 3,553

たな卸資産の増減額（△は増加） △527 628

仕入債務の増減額（△は減少） △436 △369

その他 242 87

小計 △1,412 2,145

利息及び配当金の受取額 69 91

法人税等の支払額 △140 △11

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,482 2,225

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 △735 △997

定期預金の払戻による収入 694 1,031

有形固定資産の取得による支出 △300 △712

有形固定資産の売却による収入 2 21

無形固定資産の取得による支出 △64 △17

投資有価証券の取得による支出 △613 －

子会社株式の取得による支出 ※  △6 －

貸付けによる支出 △11 △1,084

貸付金の回収による収入 24 15

その他の支出 △98 △79

その他の収入 90 28

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,017 △1,794

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △93 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △93 △91

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64 92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,657 432

現金及び現金同等物の期首残高 11,477 8,821

現金及び現金同等物の期末残高 8,821 9,253
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※  非連結子会社に対するものは、次のとおりです。 

 
  

※１ 災害による損失 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

タイの洪水による、生産委託先企業に寄託していたたな卸資産及び有形固定資産の滅失額、ならびに操業停止

期間中の固定費などを計上しています。 
  
※２ 損害賠償金 

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

顧客の製品製造費用の一部を負担することによる損害賠償金91百万円と、海外PL保険契約に基づいて支払われ

た保険金80百万円を相殺して計上しています。 

  

※ 子会社株式の取得による支出 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

連結子会社の株式の取得によるものです。 

  

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平

成25年３月31日） 

当社グループは、半導体製造工程の中でもICチップを固定、配線するボンディングと呼ばれる工程に使用される産業

用精密ロボットの開発、製造、販売及び販売済製品の保守サービスを主な事業内容とする、単一業種の事業活動を展

開しています。 

このため、当社グループでは、経営資源の配分の意思決定は、特定の商品の状況だけでなく、ボンディング工程に使

用されるすべての商品の受注、売上及び生産の状況により判断しており、市場のグローバル化に対応して、日本及び

海外の包括的な戦略を立案しています。 

このように、当社グループにおいては、経営資源の配分の意思決定を事業全体で実施しており、意思決定及び業績評

価のための、定期的な検討の対象としての事業セグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略していま

す。 

  

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続事業の前提に関する注記)

 該当事項はありません

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 

(平成24年３月31日)

当連結会計年度 

(平成25年３月31日)

投資有価証券(株式) 613百万円 613百万円

(連結損益計算書関係)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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Ⅰ 前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

(単位：百万円)

   
２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
 （注）売上高は、納入先を基礎とし、国又は地域に分類しています。 
  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を省略

しています。 

  
３．主要な顧客ごとの情報 

 
  

Ⅱ 当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

(単位：百万円)

   
２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
 （注）売上高は、納入先を基礎とし、国又は地域に分類しています。 
  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を省略

しています。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 
  

 （表示方法の変更） 

当連結会計年度において、納入先地域が多様化したため、「東南アジア」を「その他アジア」、「アメリカ・ヨーロ

ッパ」を「その他」に表示変更しています。この表示方法の変更による、前連結会計年度の組替えは行っていませ

ん。 

(関連情報)

ワイヤボンダ ダイボンダ その他装置 補修部品 合計

外部顧客への売上高 6,990 4,756 559 1,090 13,396

(単位：百万円)

日本 韓国 台湾 中国 その他アジア その他 合計

3,801 4,796 985 1,494 2,285 35 13,396

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高

日本サムスン株式会社 1,925

ワイヤボンダ ダイボンダ その他装置 補修部品 合計

外部顧客への売上高 6,269 3,433 684 964 11,350

(単位：百万円)

日本 韓国 台湾 中国 その他アジア その他 合計

2,617 4,942 668 1,683 1,423 16 11,350

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高

SK Hynix Inc. 1,901
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜

在株式が存在しないため記載していません。 
  
   ２. １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 1,670.68円 1,593.73円

１株当たり当期純損失金額 △255.67円 △116.65円

前連結会計年度

(自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日)

  当期純損失(百万円) △4,647 △2,120

  普通株主に帰属しない金額(百万円) ―  ― 

  普通株式に係る当期純損失(百万円) △4,647 △2,120

  期中平均株式数(千株) △18,176 △18,176

(重要な後発事象)
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役員の異動については、本日（平成25年５月15日）公表した「役員人事内定に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

平成24年３月期(連結) 

 
  

平成25年３月期(連結) 

 
  

４．その他

（１）役員の異動

（２） 近における四半期毎の業績の推移

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

平成23年４月

～平成23年６月

平成23年７月

～平成23年９月

平成23年10月

～平成23年12月

平成24年１月

～平成24年３月

平成23年４月

～平成24年３月

売上高 (百万円) 4,101 3,580 2,886 2,828 13,396

売上総利益 (百万円) 846 896 690 625 3,057

営業損失(△) (百万円) △585 △563 △603 △637 △2,388

経常損失(△) (百万円) △709 △692 △537 △549 △2,487

税金等調整前四半期(当期)

純損失(△) (百万円)
△709 △692 △852 △555 △2,808

四半期(当期)純損失(△)

(百万円)
△706 △702 △996 △2,243 △4,647

１株当たり四半期(当期) 

純損失(△) (円)
△38.85 △38.60 △54.82 △123.40 △255.67

総資産 (百万円) 37,519 35,478 34,259 32,664 32,664

純資産 (百万円) 34,343 33,270 32,266 30,366 30,366

受注高 (百万円) 4,041 1,887 3,158 2,972 12,059

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

平成24年４月

～平成24年６月

平成24年７月

～平成24年９月

平成24年10月

～平成24年12月

平成25年１月

～平成25年３月

平成24年４月

～平成25年３月

売上高 (百万円) 5,049 3,277  2,085 939 11,350

売上総利益 (百万円) 1,245 777 567 128 2,716

営業損失(△) (百万円) △56 △536 △732 △1,233 △2,558

経常損失(△) (百万円) △98 △551 △419 △983 △2,051

税金等調整前四半期(当

期)純損失(△) (百万円)
△109 △554 △418 △977 △2,057

四半期(当期)純損失(△)

(百万円)
△155 △571 △417 △978 △2,120

１株当たり四半期(当期) 

純損失(△) (円)
△8.52 △30.09 △22.92 △53.79 △116.65

総資産 (百万円) 32,930 31,588 31,524 31,004 31,004

純資産 (百万円) 30,003 29,235  29,418 28,967 28,967

受注高 (百万円) 5,880 2,054 1,271 934 10,139
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当連結会計年度の生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。 

 
(注) １．金額は、販売価格によっています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

当連結会計年度の受注実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。 

 
(注) １．金額は、販売価格によっています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

当連結会計年度の販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

（３）生産、受注及び販売の状況

①生産実績

品目 金額(百万円) 前年同期比(％)

ワイヤボンダ 6,100 88.0

ダイボンダ 3,487 76.3

その他装置 694 124.3

補修部品 964 88.4

合計 11,244 85.5

②受注実績

品目 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

ワイヤボンダ 5,499 93.0 365 32.2

ダイボンダ 3,197 71.4 422 64.2

その他装置 479 82.1 72 25.9

補修部品 964 88.9 47 101.3

合計 10,139 84.1 906 42.8

③販売実績

品目 金額(百万円) 前年同期比(％)

ワイヤボンダ 6,269 89.7

ダイボンダ 3,433 72.2

その他装置 684 122.3

補修部品 964 88.4

合計 11,350 84.7

㈱新川（6274）平成25年３月期決算短信

－ 16 －




