
 

   

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

 

   

 

 
  

 
（注）当社は、平成22年12月期より決算期を毎年３月31日から毎年12月31日に変更しております。これに伴い、比較対象となる平成

22年12月期第３四半期連結財務諸表を作成していないため、平成22年12月期第３四半期の連結業績及び平成22年12月期第３

四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

平成22年12月期は決算期の変更により、平成22年４月１日から平成22年12月31日までの９ヶ月間となっております。このため、

対前期増減率については記載しておりません。 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日）

 (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 ％

23年12月期第３四半期 2,118 ― 431 ― 440 ― 253 ―

22年12月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年12月期第３四半期 32 09 ―

22年12月期第３四半期 ― ―

 (2) 連結財政状態

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

23年12月期第３四半期 3,746 2,966 79.2 383 93

22年12月期 4,081 2,855 70.0 356 13

(参考) 自己資本 23年12月期第３四半期 2,963百万円  22年12月期 2,855百万円

2. 配当の状況

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

22年12月期 ― 7 00 ― 3 00 10 00

23年12月期 ― 5 00 ―

23年12月期(予想) 5 00 10 00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 2,700 ― 502 ― 511 ― 295 ― 37 68



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
（注）平成22年12月期は決算期の変更により、平成22年４月１日から平成22年12月31日までの９ヶ月間となっております。このた

め、期中平均株式数（四半期累計）の22年12月期第３Ｑについては記載しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

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いては、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「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（詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期３Ｑ 8,285,000株 22年12月期 8,285,000株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 567,159株 22年12月期 266,340株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 7,899,912株 22年12月期３Ｑ ―株

※ 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
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当社グループは、前連結会計年度の決算期変更により、比較対象となる前第３四半期連結会計期間の

実績を作成しておりませんので、前年同期比については記載しておりません。 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、期の当初は雇用状況の厳しさが継続しながらも、

中国、アジアその他地域の新興国向けを中心とした輸出の回復などにより、ゆるやかに企業業績の回復

が見られる状況にありましたが、３月に発生した東日本大震災の影響により、経済活動が停滞した状況

で推移しました。期の後半になって、震災後の停滞からはゆるやかながら回復基調にありましたが、欧

州財政・金融システム不安、米国の景気停滞、世界経済を牽引していた中国など新興国のインフレ抑制

策による景気減速など海外景気の下振れ懸念、円高の長期化など、景気の先行きに不安材料を抱えた状

況で推移しました。 

このような環境下で、当社グループは、岩手県奥州市所在の当社岩手事業所において東日本大震災の

直接被害及び震災による物流機能停滞の影響を受けましたが、生産復旧に全力を尽くしました結果、比

較的短期間で正常な生産活動を再開することができました。 

販売面では、国内及びアジア市場を中心に拡販を図りましたが、期の後半には半導体製造装置業界の

減速の影響を受ける結果となりました。生産面では、原価低減と海外子会社の販売力強化のため、韓

国、中国で現地生産を開始し、国内では生産工程改善及び海外からの材料・部品調達拡大等により原価

低減に取り組みました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高は2,118,351千円となり、

連結経常利益は440,167千円、連結四半期純利益は253,494千円となりました。 

① 日本 

東日本大震災の直接被害及び震災による物流機能低下の影響を受けました。また、期の後半に

は、半導体製造装置業界の需要が急速に減少したことにより、売上高は、1,992,547千円となり

ました。営業利益については、375,956千円となりました。 

② 韓国 

売上高は、期の前半は半導体製造装置業界の需要が堅調でしたが、期の後半になりその需要が

急速に減少したことにより302,817千円となりました。営業利益については、36,802千円となり

ました。 

③ その他 

中国市場及び東南アジア市場における需要は堅調に推移した結果、売上高は、164,939千円と

なりました。営業利益については、23,523千円となりました。 

  

 (1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末において、流動資産は前連結会計年度末に比べ277,731千円減少し、

1,557,192千円となりました。これは主として、現金及び預金が111,885千円、受取手形及び売掛金が

218,723千円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57,138千円減少し、2,189,758千円となりました。 

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ334,869千円減少し、3,746,951千円となりまし

た。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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流動負債は、前連結会計年度末に比べ314,960千円減少し、486,379千円となりました。これは主と

して一年内返済予定の長期借入金が161,096千円、流動負債その他が127,613千円減少したことにより

ます。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ130,568千円減少し、294,219千円となりました。これは主とし

て長期借入金が133,948千円減少したことによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ445,529千円減少し、780,599千円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ110,660千円増加し、2,966,352千円となりました。主として利

益剰余金が189,845千円増加したことによります。 

その結果、自己資本比率は79.2％となりました。 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四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）は、前連結会計年

度末に比べ63,891千円減少し、351,857千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のと

おりであります。 

 ① 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413,914千円に加え、減価償却費130,990千円、売上債権の減少額

215,106千円等の増加要因に対し、法人税等の支払額270,258千円等の減少要因により517,208千円の

資金収入となりました。 

 ② 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61,740千円等の増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出

117,955千円、無形固定資産の取得による支出75,250千円等の減少要因により144,684千円の資金支出

となりました。 

 ③ 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295,044千円、自己株式の取得による支出75,371千円及び配当金の支

払63,138千円の減少要因により433,553千円の資金支出となりました。 

  

当連結会計年度の我が国経済は、デフレ基調が続く中、欧米、中国などの地域における景気の減速懸

念及び円の独歩高による国内輸出産業の業績の悪化懸念など景気の先行き不透明感は強いものがありま

す。 

 このような状況下、当社の連結業績予想につきましては、第３四半期累計期間の実績に鑑み、前回予

想（平成23年２月14日）を修正しております。詳細につきましては、本日開示しております「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 今後、業績予想を修正する必要があると判断した場合には、適時に修正開示をいたします。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

①たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

  該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 351,857 463,743

受取手形及び売掛金 801,550 1,020,273

製品 145,895 157,562

仕掛品 72,912 60,618

原材料 91,426 76,349

繰延税金資産 66,273 31,897

その他 27,554 24,750

貸倒引当金 △278 △273

流動資産合計 1,557,192 1,834,924

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,280,372 1,288,781

減価償却累計額 △539,309 △522,947

建物及び構築物（純額） 741,063 765,834

機械装置及び運搬具 640,229 613,235

減価償却累計額 △423,631 △399,755

機械装置及び運搬具（純額） 216,598 213,479

土地 743,497 726,155

その他 401,012 398,012

減価償却累計額 △336,221 △308,898

その他（純額） 64,791 89,114

有形固定資産合計 1,765,950 1,794,583

無形固定資産 170,768 171,019

投資その他の資産

投資有価証券 139,981 132,373

繰延税金資産 36,765 41,176

その他 76,291 107,744

投資その他の資産合計 253,038 281,294

固定資産合計 2,189,758 2,246,896

資産合計 3,746,951 4,081,821
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 83,531 93,275

1年内返済予定の長期借入金 145,478 306,574

未払法人税等 54,994 135,467

賞与引当金 90,229 45,905

役員賞与引当金 11,719 5,805

災害損失引当金 13,728 －

その他 86,698 214,311

流動負債合計 486,379 801,340

固定負債

長期借入金 151,816 285,764

退職給付引当金 116,531 114,615

その他 25,872 24,409

固定負債合計 294,219 424,788

負債合計 780,599 1,226,129

純資産の部

株主資本

資本金 748,125 748,125

資本剰余金 945,766 945,766

利益剰余金 1,418,020 1,228,174

自己株式 △119,711 △44,340

株主資本合計 2,992,200 2,877,725

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 22,560 21,859

為替換算調整勘定 △51,675 △43,893

評価・換算差額等合計 △29,115 △22,034

新株予約権 3,267 －

純資産合計 2,966,352 2,855,691

負債純資産合計 3,746,951 4,081,821
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 2,118,351

売上原価 1,033,541

売上総利益 1,084,809

販売費及び一般管理費 652,954

営業利益 431,855

営業外収益

受取利息 1,019

受取配当金 1,857

受取地代家賃 3,847

受取保険金 234

助成金収入 13,243

その他 1,798

営業外収益合計 21,999

営業外費用

支払利息 5,386

売上割引 548

為替差損 6,393

その他 1,358

営業外費用合計 13,687

経常利益 440,167

特別損失

固定資産除却損 1,504

災害による損失 24,747

特別損失合計 26,252

税金等調整前四半期純利益 413,914

法人税、住民税及び事業税 190,871

法人税等調整額 △30,451

法人税等合計 160,419

少数株主損益調整前四半期純利益 253,494

四半期純利益 253,494
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 667,823

売上原価 335,791

売上総利益 332,032

販売費及び一般管理費 217,648

営業利益 114,383

営業外収益

受取利息 616

受取配当金 421

受取地代家賃 1,446

助成金収入 10,743

その他 1,010

営業外収益合計 14,238

営業外費用

支払利息 1,556

売上割引 44

為替差損 7,294

その他 652

営業外費用合計 9,547

経常利益 119,074

特別損失

固定資産除却損 78

災害による損失 3,671

特別損失合計 3,749

税金等調整前四半期純利益 115,325

法人税、住民税及び事業税 58,133

法人税等調整額 △8,464

法人税等合計 49,669

少数株主損益調整前四半期純利益 65,656

四半期純利益 65,656
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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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23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 413,914

減価償却費 130,990

固定資産除却損 1,504

災害損失 24,747

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,195

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,913

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,339

受取利息及び受取配当金 △2,876

支払利息 5,386

売上債権の増減額（△は増加） 215,106

仕入債務の増減額（△は減少） △7,360

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,411

未払金の増減額（△は減少） △16,560

その他 △8,974

小計 789,950

利息及び配当金の受取額 2,876

利息の支払額 △5,359

法人税等の支払額 △270,258

営業活動によるキャッシュ・フロー 517,208

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 △13,582

定期預金の払戻による収入 61,740

投資有価証券の取得による支出 △6,421

有形固定資産の取得による支出 △117,955

無形固定資産の取得による支出 △75,250

差入保証金の回収による収入 6,597

その他 189

投資活動によるキャッシュ・フロー △144,684

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 △295,044

自己株式の取得による支出 △75,371

配当金の支払額 △63,138

財務活動によるキャッシュ・フロー △433,553

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,891

現金及び現金同等物の期首残高 415,749

現金及び現金同等物の四半期末残高 351,857
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該当事項はありません。 

  

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 

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日) 

 
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない所在地セグメントであり、「中国」「タイ」であります。 

  

当第３四半期連結会計期間(自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日) 

 
(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない所在地セグメントであり、「中国」「タイ」であります。 

  

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) 

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日) 

 
  

当第３四半期連結会計期間(自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日) 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント その他 
（注）

合計
日本 韓国 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,742,869 215,018 1,957,887 160,463 2,118,351

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

249,677 87,798 337,476 4,475 341,952

計 1,992,547 302,817 2,295,364 164,939 2,460,303

セグメント利益 375,956 36,802 412,759 23,523 436,282

(単位：千円)

報告セグメント その他 
（注）

合計
日本 韓国 計

売上高

  外部顧客への売上高 556,925 60,606 617,532 50,290 667,823

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

79,638 36,784 116,423 1,216 117,639

計 636,564 97,391 733,956 51,506 785,463

セグメント利益 101,338 11,139 112,478 4,371 116,849

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 412,759

「その他」の区分の利益 23,523

セグメント間取引消去 △4,427

四半期連結損益計算書の営業利益 431,855

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 112,478

「その他」の区分の利益 4,371

セグメント間取引消去 △2,466

四半期連結損益計算書の営業利益 114,383
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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 

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日)及び当第３四半期連結会計

期間(自  平成23年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

(6) 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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