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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 1,868 △48.8 △826 ― △757 ― △807 ―

24年3月期第3四半期 3,651 △44.4 △398 ― △358 ― △467 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △669百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △572百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △143.00 ―

24年3月期第3四半期 △82.79 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 10,319 9,608 93.1
24年3月期 11,093 10,334 93.2

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  9,607百万円 24年3月期  10,333百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 3,250 △30.6 △850 ― △820 ― △900 ― △159.33



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.２「２．サマリー情報（注 
記事項）に関する事項 (3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 5,778,695 株 24年3月期 5,778,695 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 130,170 株 24年3月期 130,098 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 5,648,577 株 24年3月期3Q 5,648,829 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国では雇用情勢や住宅市場に改善の兆しが見られたものの緩

慢な回復にとどまり、欧州では金融・財政問題の長期化による景気後退が続くなど、欧米経済の先行きに警戒感が

高まりました。一方、中国、インドなどのアジア新興国においても、欧米諸国向け輸出の減速や内需の伸び悩みに

より景気減速が加速しました。  

 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ました

が、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低調な推移となりました。世界経済停滞による半

導体の需要低迷により、大手半導体メーカーやファウンドリー（受託生産会社）による新規設備投資の凍結・抑制

が一層鮮明となり、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、台湾などアジアの主要市場においては、各種ハンドラやテスタの受

注に注力しました。米国市場においては、拡販体制構築のため米国子会社の本社を半導体産業の集積地である西海

岸に移転しました。一方、開発面においては、新規分野への参入を図るべくＭＥＭＳ（微小機械電子システム）用

ハンドラの開発に着手するとともに、米国子会社においてパワー半導体用テスタの開発を推進しました。  

 以上の結果、受注高は19億17百万円（前年同期比48.0％減）、売上高は18億68百万円（同48.8％減）となりまし

た。製品別売上高はハンドラ4億20百万円（同77.8％減）、テスタ5億47百万円（同40.4％減）、パーツ等9億円

（同7.6％増）となりました。  

 損益面は、諸経費削減などにより固定費の圧縮を図ってきましたが、受注・売上の低迷による稼働率低下や円高

による採算性の悪化により、営業損失は8億26百万円（前年同期は営業損失3億98百万円）、経常損失は7億57百万

円（同経常損失3億58百万円）、四半期純損失は8億7百万円（同四半期純損失4億67百万円）となりました。 

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、売上の低迷に伴い売上債権が減少したことなどから、前連結会

計年度末に比べ7億73百万円減少し、103億19百万円となりました。  

 負債は、賞与引当金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ46百万円減少し、7億11百万円となりま

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7

億26百万円減少し、96億8百万円となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  設備投資の凍結・抑制による半導体製造装置の需要低迷により大変厳しい受注環境が続いていますが、米国や中

国の景気回復基調を背景に半導体市況に底打ち感が強まっており、平成24年10月30日に公表しました通期の業績予

想および配当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 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,641 2,352

受取手形及び売掛金 1,489 1,036

有価証券 245 342

製品 132 178

仕掛品 888 883

原材料 574 535

未収消費税等 55 21

未収還付法人税等 27 6

その他 33 132

貸倒引当金 △25 △14

流動資産合計 6,063 5,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,613 2,532

減価償却累計額 △1,973 △1,958

建物及び構築物（純額） 640 574

機械装置及び運搬具 297 292

減価償却累計額 △281 △280

機械装置及び運搬具（純額） 16 12

工具、器具及び備品 872 849

減価償却累計額 △825 △811

工具、器具及び備品（純額） 47 37

土地 1,897 1,886

有形固定資産合計 2,601 2,511

無形固定資産   

のれん 62 24

その他 37 17

無形固定資産合計 100 42

投資その他の資産   

投資有価証券 2,160 2,123

保険積立金 144 146

その他 29 27

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,327 2,290

固定資産合計 5,029 4,844

資産合計 11,093 10,319



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 48 111

リース債務 1 1

未払金 72 50

未払費用 151 141

未払法人税等 13 9

賞与引当金 128 41

製品保証引当金 13 9

その他 54 93

流動負債合計 482 458

固定負債   

リース債務 0 －

繰延税金負債 3 3

退職給付引当金 265 243

長期未払金 6 5

固定負債合計 276 253

負債合計 758 711

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 4,939 4,075

自己株式 △202 △202

株主資本合計 10,629 9,765

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 34 140

為替換算調整勘定 △330 △298

その他の包括利益累計額合計 △296 △158

少数株主持分 0 0

純資産合計 10,334 9,608

負債純資産合計 11,093 10,319



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 3,651 1,868

売上原価 2,936 1,575

売上総利益 715 292

販売費及び一般管理費   

販売手数料 51 34

荷造運搬費 40 20

役員報酬 93 94

給料手当及び賞与 317 289

法定福利費 47 40

賞与引当金繰入額 22 11

減価償却費 13 11

研究開発費 229 310

貸倒引当金繰入額 △2 △8

のれん償却額 37 37

その他 264 278

販売費及び一般管理費合計 1,114 1,119

営業損失（△） △398 △826

営業外収益   

受取利息 37 52

受取配当金 14 18

投資有価証券売却益 2 －

負ののれん償却額 24 －

その他 3 7

営業外収益合計 82 78

営業外費用   

為替差損 31 8

保険解約損 9 －

その他 0 0

営業外費用合計 41 8

経常損失（△） △358 △757

特別利益   

固定資産売却益 － 8

特別利益合計 － 8

特別損失   

投資有価証券評価損 78 45

固定資産除却損 0 2

特別損失合計 78 48

税金等調整前四半期純損失（△） △436 △797

法人税、住民税及び事業税 31 13

法人税等調整額 △1 △3

法人税等合計 30 10

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △467 △807

少数株主利益 0 0

四半期純損失（△） △467 △807



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △467 △807

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 106

為替換算調整勘定 △44 31

その他の包括利益合計 △104 137

四半期包括利益 △572 △669

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △572 △669

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）継続企業の前提に関する注記

（４）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３四半期連結会計期間 
（自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日)  

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日)  

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  95  △10.3  507  △66.2

テスタ  180  △68.6  544  △58.7

パーツ等  208  △38.6  864  △0.2

合計  484  △52.5  1,917  △48.0

  

  

当第３四半期連結会計期間末 
（平成24年12月31日) 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  287  △40.8

テスタ  265  △63.5

パーツ等  59  △68.4

合計  612  △56.3

  

  

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

  

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日)  

  
金額 

（百万円） 
対前年同期増減率

（％） 
金額 

（百万円）  
対前年同期増減率

（％） 

ハンドラ  19  △92.8  420  △77.8

テスタ  167  △32.4  547  △40.4

パーツ等  333  19.1  900  7.6

合計  521  △35.3  1,868  △48.8
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