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1.  平成24年8月期第1四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成23年11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8月期第1四半期 2,186 △47.3 △321 ― △368 ― △233 ―
23年8月期第1四半期 4,146 △4.0 △463 ― △326 ― △241 ―

（注）包括利益 24年8月期第1四半期 △166百万円 （―％） 23年8月期第1四半期 △240百万円 （―％）

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8月期第1四半期 △12.57 ―
23年8月期第1四半期 △12.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第1四半期 19,423 7,020 36.1
23年8月期 21,628 7,261 33.6
（参考） 自己資本   24年8月期第1四半期  7,020百万円 23年8月期  7,261百万円

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

23年8月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
24年8月期 ―
24年8月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8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  
(注）第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、当社の主力事業である太陽電池製造装置事業における個別案件の大型化と、個別案件の売上時期
に流動的な外部要素が多いため、短期間での業績予想の開示は見合わせております。 

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 17,021 2.7 652 ― 541 ― 394 ― 21.20
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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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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ったての注意事項等については、四半期決
算短信【添付資料】3ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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8月期1Q 18,585,120 株 23年8月期 18,585,120 株
② 期末自己株式数 24年8月期1Q 146 株 23年8月期 146 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期1Q 18,584,974 株 23年8月期1Q 18,584,974 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、欧州の金融不安を背景とした世界的な景気の減速や、円高が

継続していることの影響等により、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

当社グループの主力事業である太陽電池製造装置事業におきましては、2011年は欧州における太陽電池市場の成

長が減速したため、当社の顧客である太陽電池メーカーの設備投資が弱含み、一部の顧客では設備投資計画の延期

や設備の受け入れ時期を遅らせるなどの動きもありました。しかしながら、太陽電池の価格がグリッド・パリティ

に接近していることや、欧州が中心であった太陽電池市場が、中国及び日本を中心としたアジア市場及び北米市場

へと世界的に拡大することが期待されております。当第1四半期連結累計期間における受注は低水準で推移したも

のの、前連結会計年度の下期より太陽電池モジュールの高効率化、生産効率の向上、自動化・省力化を目的とした

装置の引き合いが増加していることから、2012年の春先には太陽電池メーカーの設備投資が活発化し、当社グルー

プの受注も回復すると見込んでおります。 

 そのような状況下、当第1四半期連結累計期間におきましては、当社グループの売上高は予定通りに進捗してお

ります。また、利益につきましては、新生産方式への移行等が順調に進んでおり、原価率が予定通り改善してきて

おります。 

 一方、真空包装機事業におきましては、主力の食品市場では既存顧客の買い替え需要の獲得、電子部品業界では

特殊真空包装機の販売を推進してまいりました。 

 以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は2,186,906千円（前年同期比52.7％）、営業損失は321,729千

円（前年同期は463,140千円の営業損失）、経常損失は368,966千円（前年同期は326,526千円の経常損失）、四半

期純損失は233,673千円（前年同期は241,352千円の四半期純損失）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につきましては19,423,299千円となり、前連結会計年度末に比べ

2,205,059千円減少しました。主な要因は以下のとおりであります。 

   (資産) 

    流動資産につきましては12,244,843千円となり、前連結会計年度末に比べ2,275,922千円の減少となりまし  

た。これは主として、現金及び預金の減少773,529千円、受取手形及び売掛金の減少1,624,836千円があったこと

によるものであります。固定資産につきましては7,178,455千円となり、前連結会計年度末に比べ70,862千円の

増加となりました。これは主として、繰延税金資産の増加305,344千円があった一方で、投資その他の資産のそ

の他の減少128,193千円があったことによるものであります。 

   (負債) 

    負債につきましては12,402,981千円となり、前連結会計年度末に比べ1,964,130千円の減少となりました。流 

 動負債につきましては10,295,624千円となり、前連結会計年度末に比べ1,787,600千円の減少となりました。こ 

 れは主として、支払手形及び買掛金の減少1,478,676千円によるものであります。固定負債につきましては、 

  2,107,357千円となり、前連結会計年度末に比べ176,530千円の減少となりました。これは主として、長期借入金

  の減少176,383千円によるものであります。 

   (純資産) 

    純資産につきましては7,020,317千円となり、前連結会計年度末に比べ240,928千円の減少となりました。こ 

  れは主として、利益剰余金の減少308,013千円によるものであります。 

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）の期末残高は、前連結会計年

度末に比べ773,529千円減少し、1,861,590千円となりました。主な要因は以下のとおりであります。 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

   営業活動により使用した資金は628,791千円（前年同期は317,344千円の支出）となりました。これは主とし 

 て、売上債権の減少1,622,057千円があった一方で、たな卸資産の増加957,999千円及び仕入債務の減少 

  1,454,258千円があ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) 

  投資活動により取得した資金は91,130千円（前年同期は783,468千円の支出）となりました。これは主とし

て、その他による収入127,946千円があった一方で、有形固定資産の取得による支出37,281千円があったことに

よるものであります。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

    財務活動により使用した資金は232,705千円（前年同期は2,938,986千円の収入）となりました。これは主とし

 て、長期借入金の返済による支出176,193千円があったこと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
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年8月期（平成23年9月1日～平成24年8月31日）通期連結業績につきましては、太陽電池製造装置事業にお

いて、前連結会計年度の下期より引き合いが増加していることから、2012年の春先には太陽電池メーカーの設備投

資の活発化及び当社グループの受注の回復を見込んでおります。一方で、新製品の投入により販売を強化し売上高

を確保していくとともに、引き続き原価率の改善、納期短縮、生産性及び収益性の向上を目指しております。ま

た、海外生産比率や海外部品調達比率の拡大を図ることで、為替変動にも対応してまいります。 

その結果、売上高は17,021百万円(前期比102.7％)、営業利益は652百万円(前期は1,406百万円の営業損失)、経

常利益は541百万円(前期は1,072百万円の経常損失)、当期純利益394百万円(前期は861百万円の当期純損失)となる

見込みであります。 

なお、上記数値は平成23年10月7日に公表しております「平成23年8月期決算短信」の内容と同一であり、通期の

期初計画に変更はありません。また、第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、当社の主力事業である

太陽電池製造装置事業における個別案件の大型化と、個別案件の売上計上時期に流動的な外部要素が多いため、短

期間での業績予想の開示は見合わせております。 

  

（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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,635,120 1,861,590 

受取手形及び売掛金 3,434,662 1,809,826 

商品及び製品 65,725 48,937 

仕掛品 6,137,991 7,141,245 

原材料及び貯蔵品 945,611 894,791 

繰延税金資産 216,683 53,705 

その他 1,111,193 450,059 

貸倒引当金 △26,222 △15,312 

流動資産合計 14,520,766 12,244,843 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,292,838 4,292,838 

減価償却累計額 △379,005 △427,193 

建物及び構築物（純額） 3,913,833 3,865,645 

土地 2,063,794 2,063,794 

その他 573,481 595,897 

減価償却累計額 △317,658 △340,008 

その他（純額） 255,822 255,889 

有形固定資産合計 6,233,451 6,185,329 

無形固定資産   

のれん 241,818 223,589 

その他 417,564 386,063 

無形固定資産合計 659,383 609,653 

投資その他の資産   

投資有価証券 22,034 13,560 

繰延税金資産 45,692 351,037 

その他 150,548 22,355 

貸倒引当金 △3,516 △3,479 

投資その他の資産合計 214,758 383,472 

固定資産合計 7,107,592 7,178,455 

資産合計 21,628,359 19,423,299 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,373,317 3,894,640 

短期借入金 3,293,163 3,288,742 

1年内返済予定の長期借入金 705,246 705,226 

未払法人税等 22,674 5,452 

前受金 1,815,913 1,737,051 

受注損失引当金 75,735 77,629 

その他 797,173 586,880 

流動負債合計 12,083,224 10,295,624 

固定負債   

長期借入金 2,283,741 2,107,357 

繰延税金負債 146 － 

固定負債合計 2,283,887 2,107,357 

負債合計 14,367,112 12,402,981 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,174,962 2,174,962 

資本剰余金 2,097,376 2,097,376 

利益剰余金 3,067,697 2,759,684 

自己株式 △321 △321 

株主資本合計 7,339,715 7,031,701 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,607 － 

繰延ヘッジ損益 460 － 

為替換算調整勘定 △74,321 △11,384 

その他の包括利益累計額合計 △78,468 △11,384 

純資産合計 7,261,246 7,020,317 

負債純資産合計 21,628,359 19,423,299 
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 4,146,080 2,186,906 

売上原価 3,712,358 1,789,264 

売上総利益 433,721 397,642 

販売費及び一般管理費 896,862 719,371 

営業損失（△） △463,140 △321,729 

営業外収益   

受取利息 8 40 

受取配当金 1,125 － 

保険解約返戻金 127,568 53,094 

為替差益 2,256 － 

デリバティブ評価益 － 614 

その他 12,592 27,770 

営業外収益合計 143,551 81,520 

営業外費用   

支払利息 3,456 16,825 

デリバティブ評価損 1,579 － 

支払手数料 1,716 1,641 

為替差損 － 94,695 

その他 185 15,594 

営業外費用合計 6,937 128,756 

経常損失（△） △326,526 △368,966 

税金等調整前四半期純損失（△） △326,526 △368,966 

法人税、住民税及び事業税 4,680 10,589 

法人税等調整額 △89,854 △145,882 

法人税等合計 △85,173 △135,292 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △241,352 △233,673 

四半期純損失（△） △241,352 △233,673 
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △241,352 △233,673 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,074 4,607 

繰延ヘッジ損益 △588 △460 

為替換算調整勘定 5,543 62,937 

その他の包括利益合計 880 67,084 

四半期包括利益 △240,472 △166,589 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △240,472 △166,589 

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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成23年11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損失（△） △326,526 △368,966 

減価償却費 56,110 99,230 

のれん償却額 8,295 14,581 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,182 △10,756 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 39,781 2,577 

受取利息及び受取配当金 △1,133 △40 

支払利息 3,456 16,825 

保険解約損益（△は益） △127,568 △53,094 

売上債権の増減額（△は増加） △55,915 1,622,057 

たな卸資産の増減額（△は増加） △910,803 △957,999 

仕入債務の増減額（△は減少） 301,593 △1,454,258 

前受金の増減額（△は減少） 438,753 △69,236 

その他 132,297 522,245 

小計 △440,476 △636,832 

利息及び配当金の受取額 1,133 40 

保険金の受取額 127,568 53,094 

利息の支払額 △3,456 △16,968 

法人税等の支払額 △2,113 △28,124 

営業活動によるキャッシュ・フロー △317,344 △628,791 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 1,000,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △748,135 △37,281 

無形固定資産の取得による支出 △8,410 △362 

投資有価証券の売却による収入 － 827 

事業譲受による支出 △968,734 － 

その他 △58,187 127,946 

投資活動によるキャッシュ・フロー △783,468 91,130 

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） 3,000,000 － 

長期借入金の返済による支出 － △176,193 

配当金の支払額 △61,013 △56,512 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,938,986 △232,705 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,759 △3,163 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,834,413 △773,529 

現金及び現金同等物の期首残高 1,690,530 2,635,120 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,524,944 1,861,590 

(株)エヌ・ピー・シー(6255) 平成24年8月期 第1四半期決算短信

－　8　－



 該当事項はありません。   

  

  該当事項はありません。   

  

連結子会社の合併 

当社は、平成24年1月10日開催の取締役会において、当社連結子会社であるNPC Europe GmbHと、同じく当社連

結子会社であるMeier Solar Solutions GmbHの合併を決議いたしました。 

  

１．合併の目的 

NPC Europe GmbHは欧州における当社の販売及び保守サービス拠点として、欧州顧客を中心に当社の主力製

品である太陽電池製造装置の販売支援及び保守サービスを行っております。また、Meier Solar Solutions 

GmbHはドイツに工場を保有し、太陽電池製造装置の開発、設計、製造、販売、保守サービスを行っておりま

す。本合併は経営資源の有効活用と効率化を図ることで、経営基盤の強化を図るものであります。 

  

２．合併の要旨 

 （１）合併の日程 

  平成24年1月10日 取締役会決議 

       平成24年3月中旬（予定） 合併契約締結日 

       平成24年5月中旬（予定） 効力発生日 

 （２）合併方法 

   Meier Solar Solutions GmbHを存続会社、NPC Europe GmbHを消滅会社とする吸収合併方式としま

す。 

 （３）合併に係る割当ての内容 

    本合併は当社の完全子会社間で行われるため、本合併による金銭等の割当てはありません。 

  

 （４）消滅会社の新株予約権及び新株予約件付社債に関する取り扱い 

    該当事項はありません。 

  

３．合併当事会社の概要 

  

（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

（６）重要な後発事象

  存続会社 消滅会社 

商 号 Meier Solar Solutions GmbH  NPC Europe GmbH 

所 在 地 ドイツ ボホルト  ドイツ ケルン 

代 表 者
 Florian von Gropper 

 Petra Meurer 

 秋田 純一 

 Petra Meurer 

 伊藤 雅文 

主 な 事 業 内 容
 太陽電池製造装置の開発・設計・製造・販 

売・保守サービス 

 太陽電池製造装置の販売支援業務及び保守

サービス 

出 資 金  3,525千ユーロ  3,540千ユーロ 

設 立 年 月 日 2010年8月31日  1999年8月1日 

決 算 期 7月31日  7月31日 

従 業 員 数

( 平 成 2 3 年 1 1 月 末 )
名 96 名 13

出 資 者 構 成 NPC Europe GmbH 100%  株式会社エヌ・ピー・シー 100% 
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４．合併後の状況 

  

５．合併後の見通し 

  本合併による当社連結業績への影響は軽微であります。  

  

  生産、受注及び販売の状況 

（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、次のとおりであります。  

    (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）受注状況  

     当第１四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。 

  

   （３）販売実績 

  当第１四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)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

商 号 NPC-Meier Europe GmbH（仮称） 

所 在 地 ドイツ ケルン 

代 表 者

 秋田 純一 

 Florian von Gropper 

 Petra Meurer 

主 な 事 業 内 容 太陽電池製造装置の開発・設計・製造・販売・保守サービス 

決 算 期 7月31日 

出 資 者 構 成 株式会社エヌ・ピー・シー  100% 

４．補足情報

 セグメントの名称 

 当第1四半期連結累計期間 

(自 平成23年９月１日 

  至 平成23年11月30日) 

(千円)  

前年同四半期比 

(%) 

 太陽電池製造装置事業          3,248,552                62.1 

 真空包装機事業             89,322              106.9 

 合計                 3,337,874               62.8 

 セグメントの名称 
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 

(%)  

 太陽電池製造装置事業          463,002             7.7       8,511,414            63.6 

 真空包装機事業          95,171           116.1          44,161            84.7 

 合計         558,174             9.1       8,555,575            63.7 

 セグメントの名称 

当第1四半期連結累計期間 

(自 平成23年９月１日 

  至 平成23年11月30日) 

(千円)  

前年同四半期比 

(%)  

 太陽電池製造装置事業                 2,039,328               52.0 

 真空包装機事業                   147,577               66.3 

 合計                 2,186,906               52.7 
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