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

25年3月期第1四半期 4,911 △49.8 △803 ― △921 ― △1,269 ―

24年3月期第1四半期 9,785 1.5 △14 ― △13 ― △359 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △1,233百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △348百万円 （―％）

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1四半期 △25.70 ―

24年3月期第1四半期 △7.28 ―

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

25年3月期第1四半期 49,328 15,714 31.9 318.02
24年3月期 52,943 16,947 32.0 342.99

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  15,714百万円 24年3月期  16,947百万円

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  

   当社は定款において第２四半期末及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日毎の配当予想額は未定であります。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― ― ―

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、通期は対前期、四半期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  
 

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) 18,000 △18.4 100 20.0 100 △14.5 0 △100.0 0.00
通期 41,000 4.2 800 ― 800 ― 600 ― 12.14



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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．３「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に対するレビュー手続は終了しておりません。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
  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主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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料Ｐ．３「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。 

※  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1Q 51,926,194 株 24年3月期 51,926,194 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,514,336 株 24年3月期 2,514,336 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 49,411,858 株 24年3月期1Q 49,414,570 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①業績全般について  

当第１四半期連結累計期間における当社グループの事業環境は、世界経済の減速、長期化している円高などの

影響から不透明な状況が続いています。液晶パネル業界はテレビ市場の低迷が続いており、大型パネル分野の新

規設備投資は低調でした。また、スマートフォンやタブレットＰＣなどモバイル機器の製品市場は好調であるも

のの、中小型パネルおよびタッチパネル分野の設備投資は慎重な動きが見られました。 

半導体分野は、先端分野への設備投資は堅調に推移しましたが、一部で投資の先送りも見られました。 

太陽電池分野は、太陽電池価格の下落が続いており、設備投資も低迷しております。 

このような景況下、当社グループは受注活動を強化し、半導体や中小型液晶パネルでの顧客拡大を進めるとと

もに、新成長分野への展開を進めました。また、固定費削減および標準化・リードタイム短縮などのコスト構造

改革と人員生産性の向上、経営体質の強化や事業構造の改善を進めました。 

その結果、半導体分野と中小型液晶パネル分野での受注は前四半期（2012年１月～３月）より増加しているも

のの、顧客の設備投資の決定遅れ等により売上が第２四半期以降に延期される案件がありました。  

以上により、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は4,911百万円（前年同期比49.8％減）、営業損失は

803百万円（前年同期は営業損失14百万円）、経常損失は921百万円（前年同期は経常損失13百万円）、四半期純

損失は1,269百万円（前年同期は四半期純損失359百万円）となりました。 

②事業の種類別セグメントの業績について 

（ファインメカトロニクス部門） 

液晶パネル前工程では、大型パネル用装置の低調、中小型パネルおよびタッチパネル用装置の設備投資の決

定遅れにより売上が減少しました。 

半導体前工程は、一部に投資の慎重な動きもあるものの、マスク関連装置で顧客拡大を図ることができ、売

上は増加しました。 

この結果、当セグメントの売上高は3,121百万円（前年同期比39.2％減）、セグメント損失は246百万円（前

年同期はセグメント利益267百万円）となりました。 

（メカトロニクスシステム部門） 

液晶モジュール工程では、大型パネル分野の設備投資の抑制を受け、主力のアウターリードボンダの売上が

低迷しました。タッチパネル貼合装置は、顧客の投資決定の遅れ等もあり、売上が低迷しました。 

半導体組立工程は、フリップチップボンダの拡販により売上が増加しました。 

この結果、当セグメントの売上高は889百万円（前年同期比76.6％減）、セグメント損失は527百万円（前年

同期はセグメント損失339百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,615百万円減少し49,328百

万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ3,426百万円減少し35,054百万円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が減少したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ188百万円減少し14,274百万円となりました。これは主に、リース資産

の減少及び減価償却等により減少したことによります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,381百万円減少し33,614百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が減少したことによります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,233百万円減少し15,714百万円となりました。これは主

に、四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことによります。 

   

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 

液晶パネル業界は、大型パネル分野の設備投資は引き続き低迷すると予想されます。一方、スマートフォンお

よびタブレットＰＣなどの製品の需要拡大に伴い、中小型パネルやタッチパネル分野の設備投資の増加が予測さ

れ、売上の回復が見込まれます。 

半導体分野は、一部で設備投資の遅れが見られたものの、全般としては堅調な設備投資が予測され、売上増加

が期待されます。 

太陽電池市場は、厳しい状況が続くものの、新工法対応の装置拡販を進めます。 

当社を取り巻く環境は引き続き厳しい状況にあるものの、引き合いは増加しており、今後は受注を加速し売上

の確保に向けて取り組んでまいります。また、更なる固定費削減等によるコスト構造改革を行い、利益率向上を

進めます。 

以上により、平成25年３月期の業績見通しとしては、前回予想から変更なく売上高41,000百万円、営業利益800

百万円、経常利益800百万円、当期純利益600百万円を予想しております。 

なお、平成24年４月26日に公表しました「希望退職の募集」は、募集結果が判明次第、業績予想への影響、修

正の有無も含めお知らせいたしますので、上記業績見通しにはその影響は含めておりません。  

    

（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 

 税金費用については、税引前四半期純利益に法定実効税率をベースとした年間予測税率を乗じて計算しており

ます。    

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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。 

 この減価償却方法の変更による影響額は軽微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,067 4,617

受取手形及び売掛金 24,576 21,380

商品及び製品 2,294 2,695

仕掛品 4,376 4,840

原材料及び貯蔵品 192 179

繰延税金資産 977 635

未収入金 792 436

その他 275 320

貸倒引当金 △71 △53

流動資産合計 38,480 35,054

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,224 28,426

減価償却累計額 △17,275 △17,417

建物及び構築物（純額） 10,948 11,008

機械装置及び運搬具 1,658 1,723

減価償却累計額 △1,091 △1,183

機械装置及び運搬具（純額） 567 539

工具、器具及び備品 431 444

減価償却累計額 △354 △366

工具、器具及び備品（純額） 76 77

土地 119 119

リース資産 1,075 962

減価償却累計額 △703 △635

リース資産（純額） 371 327

建設仮勘定 586 548

有形固定資産合計 12,670 12,622

無形固定資産   

のれん 29 24

特許権 271 280

リース資産 60 47

その他 431 406

無形固定資産合計 793 759

投資その他の資産   

投資有価証券 199 180

長期前払費用 9 8

前払年金費用 264 178

繰延税金資産 156 159

その他 371 367

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 998 893

固定資産合計 14,462 14,274

資産合計 52,943 49,328
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,931 7,683

短期借入金 9,775 10,231

1年内返済予定の長期借入金 500 500

リース債務 189 161

未払法人税等 181 52

未払費用 2,747 2,203

前受金 753 806

役員賞与引当金 － 7

受注損失引当金 137 108

資産除去債務 11 11

その他 615 679

流動負債合計 24,844 22,447

固定負債   

長期借入金 2,000 2,000

リース債務 264 233

長期未払金 21 21

退職給付引当金 5,365 5,369

役員退職慰労引当金 7 8

修繕引当金 436 443

資産除去債務 32 32

長期預り保証金 3,022 3,057

固定負債合計 11,151 11,167

負債合計 35,995 33,614

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,761 6,761

資本剰余金 9,995 9,995

利益剰余金 1,933 663

自己株式 △1,720 △1,720

株主資本合計 16,969 15,700

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 24 7

為替換算調整勘定 △46 6

その他の包括利益累計額合計 △21 14

純資産合計 16,947 15,714

負債純資産合計 52,943 49,328
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 9,785 4,911

売上原価 7,665 3,837

売上総利益 2,119 1,074

販売費及び一般管理費 2,134 1,877

営業損失（△） △14 △803

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 1 2

助成金収入 － 63

貸倒引当金戻入額 15 18

その他 90 8

営業外収益合計 109 94

営業外費用   

支払利息 48 41

為替差損 31 152

その他 27 19

営業外費用合計 108 213

経常損失（△） △13 △921

税金等調整前四半期純損失（△） △13 △921

法人税、住民税及び事業税 10 6

法人税等調整額 335 340

法人税等合計 346 347

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △359 △1,269

四半期純損失（△） △359 △1,269
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △359 △1,269

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6 △17

為替換算調整勘定 18 53

その他の包括利益合計 11 35

四半期包括利益 △348 △1,233

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △348 △1,233
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６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、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用でありま

す。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（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

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  
ファインメカ
トロニクス 

メカトロニク
スシステム 

 流通機器   
システム 

不動産賃貸 合計

売上高           

外部顧客への売上高  5,135  3,810  407  432  9,785

セグメント間の内部売上高又は振替高  11  21  －  －  33

計  5,146  3,832    407  432  9,818

セグメント利益又はセグメント損失（△）  267  △339  △41  204  90

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  90

全社費用（注）  △83

その他  △20

四半期連結損益計算書の経常損失（△）  △13
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Ⅱ 当第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）  

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、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用でありま

す。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

   

  （単位：百万円）

  
ファインメカ
トロニクス 

メカトロニク
スシステム 

 流通機器   
システム 

不動産賃貸 合計

売上高           

外部顧客への売上高  3,121  889  405  495  4,911

セグメント間の内部売上高又は振替高  0  16  －  －  17

計  3,122  906    405  495  4,929

セグメント利益又はセグメント損失（△）  △246  △527  △6  96  △683

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  △683

全社費用（注）  △78

その他  △159

四半期連結損益計算書の経常損失（△）  △921
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