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（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６月期第１四半期 970 △73.6 △508 － △511 － △326 －

25年６月期第１四半期 3,678 144.0 1,049 － 1,013 － 646 －

（注）包括利益 26年６月期第１四半期 △246百万円 （ ％）－ 25年６月期第１四半期 616百万円 （ ％）－

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６月期第１四半期 △14.47 －

25年６月期第１四半期 28.67 28.63
（注）当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており
ます。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益を算定しております。

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６月期第１四半期 18,489 15,032 81.1 665.38

25年６月期 19,911 15,819 79.3 700.31

（参考）自己資本 26年６月期第１四半期 14,998百万円 25年６月期 15,785百万円
（注）当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており
ます。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産を算定しております。

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

25年６月期 － 0.00 － 48.00 48.00

26年６月期 －

26年６月期（予想） 0.00 － 20.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無
当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

す。なお、当該株式分割は平成25年７月１日を効力発生日としておりますので、平成25年６月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株
式数を基準に配当を実施しております。

３．平成26年６月期の連結業績予想（平成25年７月１日～平成26年６月30日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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） 4,500 △31.5 50 △97.2 50 △97.4 30 △97.6 1.33

通期 13,400 17.6 2,250 4.7 2,250 △11.3 1,450 △9.9 64.33

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項

新規 社 （社名） 、除外 社 （社名）

（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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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

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６月期１Ｑ 23,571,600株 25年６月期 23,571,600株

②  期末自己株式数 26年６月期１Ｑ 1,030,800株 25年６月期 1,030,800株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年６月期１Ｑ 22,540,800株 25年６月期１Ｑ 22,538,800株

（注）当社は、平成25年５月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っ
ております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数(自己株式を含む)、期末自己株式
数及び期中平均株式数(四半期累計)を算定しております。

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連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

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、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。



○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………………………………………………………… 3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………… 3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… 3

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 4

（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 ……………………………………………………… 6

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………… 8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 9

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 9

４．補足情報 ………………………………………………………………………………………………………………… 10

（１）品目別生産実績 …………………………………………………………………………………………………… 10

（２）品目別受注高及び受注残高 ……………………………………………………………………………………… 10

（３）品目別販売実績 …………………………………………………………………………………………………… 10



（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、全体としては緩やかな回復傾向が見られましたが、欧州の債務問題や

新興国経済の成長鈍化傾向、米国経済の回復ペースの遅れ等、不透明な状況が続いております。

我が国経済に関しては、日銀の大規模な金融緩和策や政府の積極的な財政出動への期待感から個人消費が底固く

推移するなど、景気は徐々に回復基調を辿りつつあります。

当社グループの主たる事業領域である半導体業界では、スマートフォンやタブレット型端末向け半導体の需要は

堅調に推移しましたが、液晶テレビ、デジタルカメラなどのデジタル家電やパソコンは販売不振となり、それらに

使われる半導体の需要は低調でした。そのため半導体の設備投資は全般的に盛り上がりに欠ける状態となりまし

た。

当社グループが参入しているその他の事業領域に関し、まずＦＰＤ業界では、大型ＴＶの販売不振が続き、スマ

ートフォン用の中小型パネルの販売数は伸びたものの設備投資を牽引するほどの力はありませんでした。太陽電池

業界は、日本では太陽光発電システムの設置が増大していますが、世界市場でみるとパネルの供給過剰と価格下落

が長期化し、新規の設備投資は抑制された状況が継続しています。一方、リチウムイオン電池業界は、市場の成長

が続き、設備投資も緩やかな回復基調にあります。

このような状況下、当第１四半期連結累計期間の売上高は９億70百万円（前年同期比73.6％減少）となりまし

た。

品目別に見ますと、半導体関連装置が５億７百万円（前年同期比84.3％減少）、その他が48百万円（前年同期比

38.3％減少）、サービスが４億15百万円（前年同期比12.4％増加）となりました。

なお、これまでのＦＰＤ関連装置及びレーザー顕微鏡の売上高は、当連結会計年度より、その他の売上高とする

ことに変更いたしました。

連結損益につきましては、営業損失が５億８百万円（前年同期は営業利益10億49百万円）、経常損失が５億11百

万円（前年同期は経常利益10億13百万円）、四半期純損失が３億26百万円（前年同期は四半期純利益６億46百万

円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①財政状態

当第１四半期連結会計期間末における総資産は184億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億22百万円減

少いたしました。これは主に、仕掛品が４億85百万円、流動資産の繰延税金資産が１億98百万円増加したものの、

現金及び預金が13億円、受取手形及び売掛金が９億43百万円減少したことによるものであります。 

負債につきましては、当第１四半期連結会計期間末残高は34億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億35

百万円減少いたしました。これは主に、前受金が４億30百万円増加したものの、未払法人税等が４億16百万円、支

払手形及び買掛金が３億79百万円、長期借入金が１億76百万円減少したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は150億32百万円となり、また自己資本

比率は81.1％となりました。

②キャッシュ・フロー

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は、前連結会計年度末に比べ13億３百万円減少し、26

億64百万円となりました。当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・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・フローにつきましては、５億69百万円の支出（前年同期比38.8％減）となりまし

た。これは主に、たな卸資産の増加額５億50百万円、税金等調整前四半期純損失５億11百万円、法人税等の支払額

４億30百万円などの支出要因が、売上債権の減少額９億44百万円などの収入要因を上回っ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・フローにつきましては、18百万円の支出（前年同期比19.6％減）となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出18百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、７億17百万円の支出（前年同期比7.3％減）となりまし

た。これは主に、配当金の支払額５億40百万円及び長期借入金の返済による支出１億76百万円によるものでありま

す。

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社を取り巻く事業環境では、スマートフォン用半導体を製造する大手のファウンドリーは好調を維持し、一部

のメモリーメーカーも収益が持ち直してくることから、特に年度後半において半導体設備投資が回復してくること

が見込まれます。

このような環境のもと、積極投資を行うファウンドリーをはじめとする主要な半導体メーカーと緊密な関係を築

き、主力製品の売上増加を目指すと同時に、新規製品の採用を促すことで、業績予想の達成を目指します。

以上のような状況から、平成25年８月12日に公表しました業績予想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。

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：千円）

前連結会計年度
(平成25年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,027,941 2,727,841

受取手形及び売掛金 2,517,020 1,573,658

仕掛品 3,692,425 4,178,183

原材料及び貯蔵品 494,111 562,396

繰延税金資産 990,321 1,189,006

その他 797,075 803,187

貸倒引当金 △49,161 △21,611

流動資産合計 12,469,734 11,012,662

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,130,618 2,105,538

機械装置及び運搬具（純額） 16,340 15,265

工具、器具及び備品（純額） 167,234 159,953

土地 4,254,773 4,254,773

有形固定資産合計 6,568,967 6,535,531

無形固定資産 577 582

投資その他の資産

投資有価証券 359,901 442,707

長期未収入金 293,336 293,336

繰延税金資産 137,816 126,544

その他 81,335 77,968

貸倒引当金 △286 △286

投資その他の資産合計 872,103 940,270

固定資産合計 7,441,648 7,476,384

資産合計 19,911,383 18,489,046



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 774,642 394,826

1年内返済予定の長期借入金 706,000 706,000

未払法人税等 430,767 13,959

前受金 428,484 859,134

賞与引当金 － 141,772

役員賞与引当金 111,000 －

製品保証引当金 360,959 315,672

その他 530,506 462,344

流動負債合計 3,342,360 2,893,709

固定負債

長期借入金 473,000 296,500

退職給付引当金 244,606 242,674

その他 31,887 23,805

固定負債合計 749,493 562,979

負債合計 4,091,854 3,456,689

純資産の部

株主資本

資本金 931,000 931,000

資本剰余金 1,080,360 1,080,360

利益剰余金 14,838,857 13,971,566

自己株式 △979,942 △979,942

株主資本合計 15,870,274 15,002,983

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 66,499 132,673

為替換算調整勘定 △151,190 △137,245

その他の包括利益累計額合計 △84,690 △4,571

新株予約権 33,945 33,945

純資産合計 15,819,528 15,032,357

負債純資産合計 19,911,383 18,489,046



（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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 3,678,179 970,874

売上原価 1,789,211 701,977

売上総利益 1,888,967 268,897

販売費及び一般管理費 839,316 777,703

営業利益又は営業損失（△） 1,049,651 △508,806

営業外収益

受取利息 561 499

その他 1,900 1,862

営業外収益合計 2,462 2,361

営業外費用

支払利息 6,179 3,251

為替差損 31,504 1,556

その他 527 －

営業外費用合計 38,210 4,807

経常利益又は経常損失（△） 1,013,903 △511,252

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,013,903 △511,252

法人税、住民税及び事業税 477,894 18,841

法人税等調整額 △110,222 △203,781

法人税等合計 367,672 △184,940

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

646,231 △326,311

四半期純利益又は四半期純損失（△） 646,231 △326,311



（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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

646,231 △326,311

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23,030 66,174

為替換算調整勘定 △7,166 13,945

その他の包括利益合計 △30,197 80,119

四半期包括利益 616,033 △246,191

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 616,033 △246,191

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,013,903 △511,252

減価償却費 53,405 52,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40,520 △27,577

賞与引当金の増減額（△は減少） 136,341 141,772

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △77,537 △111,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） 100,697 △44,849

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,132 △2,260

受取利息及び受取配当金 △561 △499

支払利息 6,179 3,251

為替差損益（△は益） 7,202 5,460

売上債権の増減額（△は増加） △1,420,461 944,658

たな卸資産の増減額（△は増加） 51,381 △550,530

未収入金の増減額（△は増加） 2,218 4

仕入債務の増減額（△は減少） △117,830 △252,372

前受金の増減額（△は減少） 187,825 430,406

その他 △59,061 △213,403

小計 △74,643 △136,133

利息及び配当金の受取額 641 469

利息の支払額 △6,154 △3,283

法人税等の支払額 △849,532 △430,172

営業活動によるキャッシュ・フロー △929,689 △569,120

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 △22,856 △18,133

その他 － △237

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,856 △18,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △176,500 △176,500

配当金の支払額 △597,278 △540,979

財務活動によるキャッシュ・フロー △773,778 △717,479

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,381 1,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,736,705 △1,303,390

現金及び現金同等物の期首残高 4,625,370 3,967,601

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

61,982 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,950,647 2,664,211



該当事項はありません。

該当事項はありません。

（４）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）



（１）品目別生産実績 

 第１四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１．金額は販売価格で表示しております。

２．当連結会計年度より、これまでのＦＰＤ関連装置及びレーザー顕微鏡の生産高は、その他とすることに変

更しています。

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（２）品目別受注高及び受注残高

第１四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１．金額は販売価格で表示しております。

２．当連結会計年度より、これまでのＦＰＤ関連装置及びレーザー顕微鏡の受注高及び受注残高は、その他と

することに変更しています。

３．受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。

４．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（３）品目別販売実績

第１四半期累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１．当連結会計年度より、これまでのＦＰＤ関連装置及びレーザー顕微鏡の売上高は、その他とすることに変

更しています。

２．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

品 目 前 期 当 期 前 年 同 期 比

 千円 千円 ％

製 半導体関連装置 1,680,363 1,873,048 111.5

品 その他 363,908 106,031 29.1

小計 2,044,271 1,979,080 96.8

サービス 369,727 415,674 112.4

合計 2,413,998 2,394,754 99.2

品 目
受 注 高 受 注 残 高

前 期 当 期 前年同期比 前 期 当 期 前年同期比

千円 千円 ％ 千円 千円 ％

製 半導体関連装置 1,680,927 790,363 47.0 5,136,112 4,326,445 84.2

品 その他 185,917 195,733 105.3 261,462 250,113 95.7

小計 1,866,844 986,096 52.8 5,397,575 4,576,558 84.8

サービス 347,139 406,415 117.1 164,058 238,807 145.6

合計 2,213,984 1,392,512 62.9 5,561,633 4,815,366 86.6

品 目 前 期 当 期 前 年 同 期 比

千円  千円  ％

製 半導体関連装置 3,230,549 507,119 15.7

品 その他 77,902 48,080 61.7

小計 3,308,452 555,200 16.8

サービス 369,727 415,674 112.4

合計 3,678,179 970,874 26.4
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