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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 827 34.4 △173 ― △103 ― △115 ―
25年3月期第1四半期 616 △58.5 △356 ― △350 ― △360 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △133百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △378百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △20.41 ―
25年3月期第1四半期 △63.88 ―

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

26年3月期第1四半期 10,237 9,397 91.8 1,663.57
25年3月期 10,392 9,587 92.2 1,697.23
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  9,396百万円 25年3月期  9,586百万円

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  
 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 5,500 104.8 200 ― 250 ― 220 ― 38.95



(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きの対象外であり、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きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、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。  

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 5,778,695 株 25年3月期 5,778,695 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 130,199 株 25年3月期 130,170 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 5,648,521 株 25年3月期1Q 5,648,597 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では住宅市場などに回復基調が見られたものの、欧州では

金融・財政問題の長期化で景気後退が鮮明となり、中国、インドなどアジア新興国においても、輸出や内需の伸び

悩みなどにより景気減速感が高まりました。  

 半導体業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末などモバイル機器向け需要は順調に拡大した一

方、パソコンやデジタル家電向け需要は世界的な販売不振を受け一段と落ち込みました。半導体市況は一部に底打

ちの兆しが見えたものの本格的な回復には至らず、大手半導体メーカーやファウンドリーが投資への慎重姿勢を継

続したことから、厳しい受注環境が続きました。  

 このような状況の中で、中国、マレーシア、台湾、フィリピンなどアジアの主要市場において、ＭＡＰハンドラ

や高低温ハンドラ、パワーデバイス向けテスタの受注に注力しましたが、設備投資の抑制を受け、受注・売上とも

厳しい結果となりました。開発業務では、新規分野のＭＥＭＳ（微小機械電子システム）用ハンドラの開発が順調

に進んでおり、７月に開催された「セミコン・ウェスト2013」に出展しました。  

 以上の結果、受注高は8億10百万円（前年同期比3.2％減）、売上高は8億27百万円（同34.4％増）となりまし

た。製品別売上高はハンドラ4億86百万円（同194.2％増）、テスタ82百万円（同53.3％減）、パーツ等2億58百万

円（同5.4％減）となりました。  

 損益面は、コストダウン推進や円高の修正により採算性は改善してきたものの、売上の伸び悩みと研究開発費の

増加などにより、営業損失は1億73百万円（前年同期は営業損失3億56百万円）、経常損失は1億3百万円（同経常損

失3億50百万円）、四半期純損失は1億15百万円（同四半期純損失3億60百万円）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、たな卸資産や投資有価証券など固定資産が減少したことなどか

ら、前連結会計年度末に比べ1億54百万円減少し、102億37百万円となりました。  

 負債は、未払金など流動負債が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ35百万円増加し、8億40百万円

となりました。 

 純資産は、四半期純損失の計上、配当金の支払に伴う利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ1

億90百万円減少し、93億97百万円となりました。  

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 厳しい受注環境が続いてきましたが、モバイル機器市場の世界的な拡大を背景に半導体市況は回復基調に転じて

おり、今後は増産投資の再開など半導体設備投資が本格化するものと見込まれます。 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に発表しました予想値に変更はありません。

   

   

（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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,511 2,570

受取手形及び売掛金 1,003 993

有価証券 342 294

製品 158 182

仕掛品 661 634

原材料 515 466

未収消費税等 30 16

未収還付法人税等 7 12

その他 60 168

貸倒引当金 △14 △6

流動資産合計 5,278 5,332

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,532 2,532

減価償却累計額 △1,969 △1,978

建物及び構築物（純額） 563 553

機械装置及び運搬具 294 295

減価償却累計額 △279 △281

機械装置及び運搬具（純額） 14 14

工具、器具及び備品 853 855

減価償却累計額 △818 △822

工具、器具及び備品（純額） 34 32

土地 1,886 1,886

有形固定資産合計 2,500 2,488

無形固定資産   

のれん 12 －

その他 11 5

無形固定資産合計 24 5

投資その他の資産   

投資有価証券 2,423 2,245

保険積立金 146 146

その他 27 27

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,589 2,411

固定資産合計 5,114 4,905

資産合計 10,392 10,237



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 134 151

リース債務 0 0

未払金 60 149

未払費用 138 138

未払法人税等 22 8

賞与引当金 80 40

製品保証引当金 16 19

その他 71 93

流動負債合計 524 601

固定負債   

繰延税金負債 65 37

退職給付引当金 208 195

長期未払金 5 5

固定負債合計 279 238

負債合計 804 840

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,521 2,521

資本剰余金 3,370 3,370

利益剰余金 3,739 3,567

自己株式 △202 △202

株主資本合計 9,429 9,257

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 383 319

為替換算調整勘定 △226 △180

その他の包括利益累計額合計 157 139

少数株主持分 1 1

純資産合計 9,587 9,397

負債純資産合計 10,392 10,237



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 616 827

売上原価 611 590

売上総利益 4 237

販売費及び一般管理費   

販売手数料 15 12

荷造運搬費 7 7

役員報酬 28 31

給料手当及び賞与 94 95

法定福利費 15 10

賞与引当金繰入額 23 11

減価償却費 3 3

研究開発費 73 143

貸倒引当金繰入額 － △5

のれん償却額 12 12

その他 87 86

販売費及び一般管理費合計 361 410

営業損失（△） △356 △173

営業外収益   

受取利息 10 13

受取配当金 7 31

投資有価証券売却益 － 0

為替差益 － 21

その他 1 1

営業外収益合計 19 69

営業外費用   

為替差損 12 －

その他 0 0

営業外費用合計 13 0

経常損失（△） △350 △103

税金等調整前四半期純損失（△） △350 △103

法人税、住民税及び事業税 3 11

法人税等調整額 7 －

法人税等合計 10 11

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △360 △115

少数株主利益 0 0

四半期純損失（△） △360 △115



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △360 △115

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17 △64

為替換算調整勘定 △0 45

その他の包括利益合計 △17 △18

四半期包括利益 △378 △133

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △378 △133

少数株主に係る四半期包括利益 △0 0



  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

 受注及び販売の状況 

(1) 受注実績 
  

  （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) 受注残高 
  

 （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 
  

 （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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

４．補足情報

  

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日)  

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  409  34.7

テスタ  83  △49.2

パーツ等  317  △14.0

合計  810  △3.2

  

  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成25年６月30日) 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  152  △55.0

テスタ  136  △46.4

パーツ等  202  6.2

合計  491  △37.3

  

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
  至 平成25年６月30日)  

金額 
（百万円）  

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  486  194.2

テスタ  82  △53.3

パーツ等  258  △5.4

合計  827  34.4
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