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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、新興国経済の減速や米国の財政問題など大きな下振

れリスクを抱えているものの、緩やかな回復が続きました。わが国経済は、新政権が打ち出した各種政

策により円安株高が進行し、輸出環境に改善が見られ、企業の設備投資にも一部回復の動きが見られる

など、緩やかに持ち直しの動きが見られました。しかしながら、雇用環境の改善の遅れや来春の消費税

増税の影響懸念などから、依然として先行きの見通しは不透明な状況が続いています。 

当社グループを取り巻く経営環境を見ると、スマートフォンやタブレットＰＣの成長が、当社グルー

プの主要な取引先である電子デバイス業界を引き続き下支えしているものの、従来のＰＣ、テレビ、デ

ジタルカメラ等は依然として厳しい状況が続いており、ユーザーの設備投資に対する姿勢は慎重なまま

推移しました。 

こうした環境の中、当社グループでは、主にスマートフォン用の電子デバイス市場に向け、地域とし

ては中国、台湾を中心としたアジア地域へ引き続き拡販に努めました。前年同四半期に比べ、受注は前

年同期比21.6％増加となりましたが、売上高は同36.3％減少と厳しい状況が続きました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高28億64百万円（前年同四半期比21.6％増）、

売上高23億21百万円（同36.3％減）となりました。 

損益につきましては、経常損失２億30百万円（前年同四半期は25百万円の経常利益）、四半期純損失

３億33百万円（前年同四半期は30百万円の四半期純利益）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①真空技術応用装置事業  

真空技術応用装置事業の業績につきましては、、設備投資に対する動きは低調に推移し、受注は厳

しい状況となりました。受注高は23億円（前年同四半期比24.7％増）、売上高は17億57百万円（同

43.9％減）、セグメント利益は23百万円の損失（前年同四半期は３億４百万円の利益）となりまし

た。 

業界別の状況は以下のとおりです。 

  

（水晶デバイス装置） 

水晶デバイス業界では、 新装置の拡販を中心に推進してまいりましたが、設備投資の回復は見ら

れず、受注・売上ともに厳しい状況となりました。 

水晶デバイス装置の受注高は６億47百万円（前年同四半期比3.5％増）、売上高は６億17百万円

（同44.6％減）となりました。 

  

（光学装置） 

光学業界では、中国、台湾を中心としたアジア市場を中心に営業活動を推進してまいりました。 

光学装置の受注高は11億３百万円（前年同四半期比47.2％増）、売上高は４億61百万円（同74.0％

減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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（電子部品装置・その他装置） 

電子部品業界では、増産設備投資に対する動きは依然として慎重であり、前年同期にくらべると増

加になったものの、売上・受注ともに厳しい状況は続きました。 

電子部品装置・その他装置の受注高は５億49百万円（前年同四半期比17.0％増）、売上高は６億78

百万円（同181.3％増）となりました。 

  

②サービス事業 

サービス事業につきましては、ユーザーに対する定期訪問、定期連絡による、装置の改良提案、生

産終了品目の案内と新機種への取替え提案などに積極的に取り組んできた効果が確実に出てきまし

た。 

サービス事業の売上高は５億63百万円（前年同四半期比10.5％増）、セグメント利益は37百万円

（同48.8％減）となりました。 

  

（資産）  

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は57億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ９

億90百万円減少しました。これは主に現金及び預金が２億73百万円、仕掛品が１億52百万円増加した

ものの、受取手形及び売掛金が13億95百万円減少したことによるものです。固定資産は31億37百万円

となり、前連結会計年度末に比べ４百万円減少しました。これは主に投資有価証券が６百万円増加し

たものの、有形固定資産及び無形固定資産が減価償却等により９百万円減少したことによるもので

す。 

この結果、総資産は89億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億95百万円減少しました。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は20億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ７

億２百万円減少しました。これは主に短期借入金が70百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が

６億89百万円、賞与引当金が73百万円減少したことによるものです。固定負債は16億21百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ29百万円増加しました。これは主に長期リース債務が19百万円、長期繰

延税金負債が10百万円増加したことによるものです。 

この結果、負債合計は37億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億73百万円減少しました。

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は52億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ

３億21百万円減少しました。これは主に剰余金の配当が61百万円あり、さらに包括利益が２億60百万

円の損失となったことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は58.4％（前連結会計年度末は55.8％）となりました。 

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案

し、業績予想の見直しを行った結果、平成25年８月21日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知

らせ」にて発表いたしました業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成25年11月13日）公表いたしました「平成26年3月期第２四半期累計

期間業績予想数値と実績値の差異、通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 967,472 1,241,260

受取手形及び売掛金 3,736,332 2,341,032

商品及び製品 6,662 3,981

仕掛品 1,474,495 1,626,554

原材料及び貯蔵品 322,200 428,553

繰延税金資産 115,566 50,680

その他 157,062 96,800

流動資産合計 6,779,791 5,788,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 794,483 786,115

機械装置及び運搬具（純額） 48,258 46,974

土地 2,162,527 2,162,527

その他（純額） 32,775 26,985

有形固定資産合計 3,038,045 3,022,602

無形固定資産   

その他 38,103 44,370

無形固定資産合計 38,103 44,370

投資その他の資産   

投資有価証券 59,647 66,158

その他 85,880 84,134

貸倒引当金 △79,731 △79,731

投資その他の資産合計 65,797 70,561

固定資産合計 3,141,946 3,137,534

資産合計 9,921,738 8,926,399
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(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 1,970,208 1,280,939

短期借入金 200,000 270,933

未払法人税等 23,685 30,215

賞与引当金 139,852 66,385

役員賞与引当金 13,000 －

製品保証引当金 47,000 76,000

工事損失引当金 11,700 13,700

その他 389,708 354,117

流動負債合計 2,795,155 2,092,291

固定負債   

社債 800,000 800,000

長期借入金 200,000 200,000

退職給付引当金 500,643 500,172

繰延税金負債 5,662 15,968

その他 85,971 105,456

固定負債合計 1,592,278 1,621,597

負債合計 4,387,433 3,713,888

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,177,105 2,177,105

資本剰余金 2,753,975 2,753,975

利益剰余金 888,129 493,308

自己株式 △278,091 △278,091

株主資本合計 5,541,118 5,146,297

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,960 12,670

為替換算調整勘定 △15,774 53,542

その他の包括利益累計額合計 △6,813 66,212

純資産合計 5,534,304 5,212,510

負債純資産合計 9,921,738 8,926,399
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 3,643,361 2,321,824

売上原価 2,975,834 1,997,133

売上総利益 667,527 324,690

販売費及び一般管理費 628,850 587,383

営業利益又は営業損失（△） 38,676 △262,692

営業外収益   

受取利息 917 241

受取配当金 191 186

受取賃貸料 6,416 6,144

為替差益 － 41,525

その他 3,365 1,859

営業外収益合計 10,890 49,956

営業外費用   

支払利息 5,513 6,082

売上割引 1,127 4,970

為替差損 13,653 －

賃貸物件関係費 1,768 3,571

その他 1,716 2,680

営業外費用合計 23,779 17,304

経常利益又は経常損失（△） 25,786 △230,040

特別損失   

固定資産除却損 56 121

特別損失合計 56 121

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（△）

25,730 △230,162

法人税、住民税及び事業税 8,788 30,222

法人税等調整額 △13,108 72,848

法人税等合計 △4,320 103,070

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（△）

30,050 △333,233

四半期純利益又は四半期純損失（△） 30,050 △333,233
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  四半期連結包括利益計算書 
   第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４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（△）

30,050 △333,233

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,616 3,709

為替換算調整勘定 6,964 69,317

その他の包括利益合計 348 73,026

四半期包括利益 30,398 △260,206

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 30,398 △260,206
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４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（△）

25,730 △230,162

減価償却費 74,061 57,536

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,934 △470

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △13,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,870 △73,467

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,000 29,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 82,300 2,000

受取利息及び受取配当金 △1,108 △427

支払利息 5,513 6,082

売上債権の増減額（△は増加） 160,072 1,444,692

たな卸資産の増減額（△は増加） △110,768 △180,970

未収消費税等の増減額（△は増加） △30,939 47,212

仕入債務の増減額（△は減少） 278,408 △766,110

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,906 41

その他 △48,672 △49,381

小計 401,886 272,574

利息及び配当金の受取額 1,110 429

利息の支払額 △5,534 △6,920

法人税等の還付額 － 37,122

法人税等の支払額 △12,110 △16,710

役員退職慰労金の支払額 － △26,900

営業活動によるキャッシュ・フロー 385,353 259,596

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 △1,003 △1,203

有形固定資産の取得による支出 △1,884 △1,345

その他 136 1,957

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,752 △591

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 70,232

長期借入金の返済による支出 △241,410 －

配当金の支払額 △30,549 △61,474

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,947 △12,544

財務活動によるキャッシュ・フロー △288,906 △3,786

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,425 17,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96,118 272,585

現金及び現金同等物の期首残高 1,241,177 942,625

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,337,296 1,215,210
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 該当事項はありません。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日） 

 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）
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（セグメント情報等）

(単位：千円)

真空技術応用装置事業 サービス事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 3,133,105 510,256 3,643,361

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

211,418 219,137 430,556

計 3,344,523 729,393 4,073,917

セグメント利益 304,288 74,131 378,419

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 378,419

セグメント間取引消去 20,609

全社費用 (注) △360,352

四半期連結損益計算書の営業利益 38,676

(単位：千円)

真空技術応用装置事業 サービス事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 1,757,871 563,952 2,321,824

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

4,909 6,556 11,466

計 1,762,781 570,509 2,333,290

セグメント利益又は損失（△） △23,970 37,950 13,979

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 13,979

セグメント間取引消去 25,957

全社費用 (注) △302,629

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △262,692
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①生産実績 

当第２四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、次のとおりであります。 

    （注）１．上記の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受注実績 

当第２四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

    （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

（１）生産、受注及び販売の状況 

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間   

（自 平成25年４月１日  

    至 平成25年９月30日）  

（千円）       

前年同四半期比（％）

 真空技術応用装置事業

   水晶デバイス装置 617,374 55.4

   光学装置 461,845 26.0

   電子部品装置 671,910 278.5

   その他装置 6,740 ―

   真空技術応用装置事業計 1,757,871 56.1

 サービス事業

   部品販売 418,839 104.7

   修理・その他 144,888 132.8

   サービス事業計 563,727 110.7

合計 2,321,598 63.7

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間           

（自 平成25年４月１日  

    至 平成25年９月30日）           

受注高（千円）
前年同四半期比

（％）
受注残高（千円）

前年同四半期比
（％）

 真空技術応用装置事業

   水晶デバイス装置 647,890 103.5 388,516 49.8

   光学装置 1,103,133 147.2 997,638 170.4

   電子部品装置 367,525 89.0 164,233 54.8

   その他装置 182,390 320.0 175,650 308.2

   真空技術応用装置事業計 2,300,940 124.7 1,726,037 100.2

 サービス事業

   部品販売 419,064 104.5 ― ―

   修理・その他 144,888 132.8 ― ―

   サービス事業計 563,952 110.5 ― ―

合計 2,864,893 121.6 1,726,037 100.2

㈱昭和真空(6384)平成26年3月期 第2四半期決算短信

－12－



  
③販売実績 

当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

    （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

       ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間   

（自 平成25年４月１日  

    至 平成25年９月30日）  

（千円）       

前年同四半期比（％）

 真空技術応用装置事業

   水晶デバイス装置 617,374 55.4

   光学装置 461,845 26.0

   電子部品装置 671,910 278.5

   その他装置 6,740 ―

   真空技術応用装置事業計 1,757,871 56.1

 サービス事業

   部品販売 419,064 104.5

   修理・その他 144,888 132.8

   サービス事業計 563,952 110.5

合計 2,321,824 63.7
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