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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第１四半期 80 139.0 △41 ― △52 ― △55 ―

28年３月期第１四半期 33 7.1 △66 ― △66 ― △67 ―
　

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

29年３月期第１四半期 △16.74 ―

28年３月期第１四半期 △20.12 ―
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第１四半期 1,696 918 54.1

28年３月期 1,873 990 52.9
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 918百万円 28年３月期 990百万円

　

　　

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

28年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) 0.00 ― 5.00 5.00

(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29年３月期の業績予想（平成28年４月１日～平成29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 1,550 2.9 200 △0.4 200 6.8 170 26.1 50.89

(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 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　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) 29年３月期１Ｑ 3,340,500株 28年３月期 3,340,500株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ ―株 28年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 3,340,500株 28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の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、企業収益の改善傾向、雇用・所得環境の改善傾向により、緩やか

な回復基調が続く一方で、中国をはじめとするアジア新興国等の景気の下振れなどで先行き不透明な状況となって

おります。また、英国のEU離脱問題も円高による先行きへの懸念を強める一因として浮上しております。

　半導体業界におきましては、半導体市場は縮小傾向があるものの、NAND型フラッシュ・メモリーの新技術を用い

て生産する動きもあり、また、パソコン用DRAMのスポット市場で低容量品の価格が上昇してきた向きもあります。

このような状況のもと、当社は半導体産業及び関連事業分野における最先端技術を支える検査計測装置を中心に

事業展開しております。当社の主力製品の一つでありますマスクCD-SEM「Zシリーズ」につきましては顧客より高い

評価をいただいており、今後もさらに次世代のナノスケールにも対応すべく、開発を続けております。

上記の結果、売上高は80百万円（前年同四半期比139.0％増）となりました。損益につきましては、営業損失41百

万円（前年同四半期は66百万円の営業損失）、経常損失52百万円（前年同四半期は66百万円の経常損失）及び四半

期純損失55百万円（前年同四半期は67百万円の四半期純損失）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12.4％減少し、1,185百万円となりました。これは、現金及び預金が208百万円

増加した一方、受取手形及び売掛金が453百万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1.8％減少し、510百万円となりました。これは、無形固定資産が12百万円増加

した一方、投資その他の資産が19百万円減少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9.4％減少し、1,696百万円となりました。

　

(負債)

流動負債は、前事業年度末に比べ13.5％減少し、529百万円となりました。これは、電子記録債務が13百万円増加し

た一方、支払手形及び買掛金が66百万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8.1％減少し、248百万円となりました。これは、長期借入金が22百万円減少した

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11.8％減少し、777百万円となりました。

　

(純資産)

純資産合計は、前事業年度末に比べて7.3％減少し、918百万円となりました。これは、利益剰余金が72百万円減少

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どおりに推移しており、平成28年５月13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

記載事項はありません。

（３）追加情報

　(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を当第１四半

期会計期間から適用しております。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 411,388 620,146

受取手形及び売掛金 643,796 190,311

仕掛品 149,979 266,622

原材料 68,092 64,109

その他 79,739 44,132

流動資産合計 1,352,997 1,185,322

固定資産

有形固定資産

建設仮勘定 178,285 178,285

その他（純額） 211,454 209,000

有形固定資産合計 389,739 387,286

無形固定資産 61,715 74,484

投資その他の資産 68,657 49,050

固定資産合計 520,112 510,820

資産合計 1,873,109 1,696,142

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 151,921 85,097

電子記録債務 58,567 71,836

短期借入金 150,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 95,352 93,959

未払法人税等 12,952 1,132

賞与引当金 13,342 19,271

製品保証引当金 35,689 31,739

その他 94,304 76,593

流動負債合計 612,130 529,630

固定負債

長期借入金 148,917 126,472

退職給付引当金 104,167 105,731

その他 17,010 16,039

固定負債合計 270,094 248,242

負債合計 882,224 777,872

純資産の部

株主資本

資本金 692,361 692,361

資本剰余金 163,754 163,754

利益剰余金 134,768 62,154

株主資本合計 990,884 918,270

純資産合計 990,884 918,270

負債純資産合計 1,873,109 1,696,142
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 33,863 80,940

売上原価 29,003 46,486

売上総利益 4,859 34,454

販売費及び一般管理費 71,098 76,190

営業損失（△） △66,238 △41,736

営業外収益

受取利息 16 14

為替差益 32 -

その他 52 47

営業外収益合計 100 62

営業外費用

支払利息 768 715

為替差損 - 10,149

その他 74 74

営業外費用合計 842 10,938

経常損失（△） △66,980 △52,612

税引前四半期純損失（△） △66,980 △52,612

法人税、住民税及び事業税 237 2,775

法人税等調整額 - 523

法人税等合計 237 3,298

四半期純損失（△） △67,217 △55,911
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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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