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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第１四半期の業績（平成27年４月１日～平成27年６月30日）

（１）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 ％

28年３月期第１四半期 33 7.1 △66 ― △66 ― △67 ―

27年３月期第１四半期 31 △59.2 △67 ― △65 ― △58 ―
　

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

28年３月期第１四半期 △20.12 ―

27年３月期第１四半期 △17.45 ―
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第１四半期 1,662 788 47.5

27年３月期 1,738 856 49.3
(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 788百万円 27年３月期 856百万円

　
　　

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

27年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

28年３月期 ―

28年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

　

３．平成28年３月期の業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

当社の主力事業である製品事業では、装置１台あたりの販売価格が非常に高額なことから、得意先の検収のタイミン
グにより売上計上時期は大きく変動する可能性があります。従って、月次ごと及び四半期ごとの見通しは立てにくい
状況にあるため、業績予想は当社の年間目標として通期のみ開示いたします。

(％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 1,530 7.9 166 5.6 166 4.9 144 △46.5 43.10

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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 ： 有

　③ 会計上の見積りの変更 ： 有

　④ 修正再表示 ： 無
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期１Ｑ 3,340,500株 27年３月期 3,340,500株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ ―株 27年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 3,340,500株 27年３月期１Ｑ 3,340,500株
　

　

※ 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ますが、この四半期決算短
信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きは終了しております。
　

※ 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。
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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

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、円安・株高の傾向が継続し輸出関連企業の収益に改善がみられ、

景気は緩やかな回復基調で推移しているものの、円安進行による輸入原料の価格上昇は物価上昇に影響し、個人消

費は依然として力強さに欠けております。

一方、世界経済は、ウクライナ・ギリシャ・中国問題の先行きに不安定な要素が多く、円高・株安への懸念も浮

上いたしました。

半導体産業におきましては、「高機能スマートフォン（スマホ）に半導体を納入する企業は好調を維持する」と言

われる一方、中国のスマホ向け需要の減速など設備投資は前年度に比べ、伸びは緩やかになると予測されておりま

す。

このような状況のもと、当第１四半期累計期間の受注はおおむね計画通りに推移しました。当社の事業課題であ

る「複数製品の製造・販売による経営の安定化」を実現するために、フォトマスク上の欠陥をレビューし元素分析

する「LEXa（レグザ）」は、当社の強みである計測機能を持たせて、第２四半期会計期間の出荷を予定しておりま

す。また、６月18日付当社ホームページにてパートナーシップ契約締結を発表しました東方晶源微電子科技有限公

司（北京）には、ウエハー用CD-SEMを開発生産し、初号機は当事業年度後半の出荷を見込んでおります。

上記の結果、売上高は33百万円（前年同四半期比7.1％増）となりました。損益につきましては、営業損失66百万

円（前年同四半期は67百万円の営業損失）、経常損失66百万円（前年同四半期は65百万円の経常損失）及び四半期純

損失67百万円（前年同四半期は58百万円の四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

流動資産は、前事業年度末に比べて8.0％減少し、1,135百万円となりました。これは、現金及び預金が460百万円

増加した一方、受取手形及び売掛金が658百万円減少したことなどによります。

　固定資産は、前事業年度末に比べて4.4％増加し、526百万円となりました。これは、有形固定資産が11百万円、

無形固定資産が10百万円増加したことなどによります。

　この結果、総資産は、前事業年度末に比べて4.4％減少し、1,662百万円となりました。

　

(負債)

流動負債は、前事業年度末に比べ10.1％減少し、540百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金

が28百万円増加した一方、短期借入金が60百万円、支払手形及び買掛金が42百万円減少したことなどによります。

　固定負債は、前事業年度に比べて18.7％増加し、332百万円となりました。これは、長期借入金が51百万円、退職

給付引当金が2百万円増加したことなどによります。

　この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて1.0％減少し、873百万円となりました。

　

(純資産)

純資産合計は、前事業年度末に比べて7.9％減少し、788百万円となりました。これは、利益剰余金が67百万円減

少したことによります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、年間目標をおおむね計画通りに推移しており、平成27年５月12日に発表いたしました

業績予想に変更ありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

記載事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

当社は、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法について、従来、定率法(ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しておりましたが、当第１四半期会計期間より定額法

に変更いたしました。

この変更は、近年、半導体市場が好況であり、当社製品の販売・受注も計画通りに推移し、収益構造が改善してき

た環境のなか、2015年度からの中期経営計画の実行において、当社の事業課題である「複数製品の製造・販売による

経営の安定化」を図るため、生産体制の見直しを行いました。

当該見直しの結果、今後の当社の生産は安定して推移し、固定資産の投資効果は耐用年数の期間にわたり平均的・

安定的に発現することが見込まれます。

従って、使用可能期間にわたり均等に費用配分を行うことが、当社の有形固定資産の使用実態をより適切に反映で

きるとともに、収益と費用の対応関係が適正となり、当社の経営成績をより適切に反映できるものと判断し、当第１

四半期会計期間より有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法へ変更することにいたしました。

この変更による当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。
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４．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 254,013 714,475

受取手形及び売掛金 708,535 50,454

仕掛品 204,955 306,995

原材料 45,902 47,601

その他 20,633 16,292

流動資産合計 1,234,039 1,135,820

固定資産

有形固定資産

建設仮勘定 263,057 276,791

その他（純額） 106,134 103,653

有形固定資産合計 369,192 380,444

無形固定資産 83,087 93,852

投資その他の資産 51,862 52,149

固定資産合計 504,142 526,447

資産合計 1,738,181 1,662,267

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 149,419 107,332

電子記録債務 58,063 29,027

短期借入金 160,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 69,078 97,332

未払法人税等 19,710 875

賞与引当金 10,075 20,344

製品保証引当金 22,645 18,857

その他 112,443 166,627

流動負債合計 601,435 540,396

固定負債

長期借入金 169,262 220,431

退職給付引当金 92,808 94,911

その他 18,559 17,628

固定負債合計 280,630 332,971

負債合計 882,065 873,368

純資産の部

株主資本

資本金 692,361 692,361

資本剰余金 635,681 163,754

利益剰余金 △471,927 △67,217

株主資本合計 856,116 788,898

純資産合計 856,116 788,898

負債純資産合計 1,738,181 1,662,267
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 31,615 33,863

売上原価 12,333 29,003

売上総利益 19,282 4,859

販売費及び一般管理費 86,345 71,098

営業損失（△） △67,062 △66,238

営業外収益

受取利息 34 16

為替差益 2,981 32

その他 9 52

営業外収益合計 3,026 100

営業外費用

支払利息 1,413 768

その他 132 74

営業外費用合計 1,545 842

経常損失（△） △65,582 △66,980

特別利益

保険金収入 7,523 -

特別利益合計 7,523 -

税引前四半期純損失（△） △58,058 △66,980

法人税、住民税及び事業税 237 237

四半期純損失（△） △58,295 △67,217
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（３）四半期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）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。
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