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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の業績（平成29年４月１日～平成29年９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 ％

30年３月期第２四半期 402 126.8 △6 ― △10 ― △14 ―

29年３月期第２四半期 177 △64.1 △75 ― △85 ― △90 ―
　

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

30年３月期第２四半期 △4.32 ―

29年３月期第２四半期 △27.22 ―
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第２四半期 1,863 1,052 56.5

29年３月期 2,079 1,083 52.1

(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 1,052百万円 29年３月期 1,083百万円
　

　

　

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

29年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

30年３月期 ― 0.00

30年３月期(予想) ― 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30年３月期の業績予想（平成29年４月１日～平成30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 1,200 25.1 170 29.1 160 23.5 130 18.6 38.92
(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) 30年３月期２Ｑ 3,340,500株 29年３月期 3,340,500株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 78株 29年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 3,340,491株 29年３月期２Ｑ 3,340,500株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調を維持し、雇用・所得環境の改善が続くなか、

海外情勢において北朝鮮情勢などの地政学リスクや米国の政策運営の不透明感、金融資本市場変動の影響に留意す

る必要があります。

半導体業界におきましては、2017年前半、メモリ関連の設備投資が好調の一方、ロジック分野への設備投資は低

調に推移しました。17年後半から18年前半にかけては半導体業界全体が設備投資を増強する方向に進みます。

当社が今年１月に発表した新機種「ZX（ジーテン）」の測定精度は、従来装置に比べ20%～30%向上し、顧客より

高い評価をいただいております。当第２四半期累計期間におきましては、当社保有技術の核となる「電子顕微鏡カ

ラム」が順調に売上に貢献しております。

また、第３四半期以降には「Zシリーズ」マスクCD-SEM機納入を予定しており、年間目標はおおむね計画通りに推

移しております。今後もさらに受注活動と生産活動の強化を図ってまいります。

上記の結果、売上高は402百万円（前年同四半期比126.8％増）となりました。損益につきましては、営業損失6百

万円（前年同四半期は75百万円の営業損失）、経常損失10百万円（前年同四半期は85百万円の経常損失）及び四半

期純損失14百万円（前年同四半期は90百万円の四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産・負債及び純資産の状況

(資産)

　 流動資産は、前年事業年度末に比べて14.2％減少し、1,354百万円となりました。これは、仕掛品が130百万円増

加した一方、現金及び預金が246百万円、受取手形及び売掛金が174百万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1.5％増加し、508百万円となりました。これは、無形固定資産が4百万円減

少した一方、投資その他の資産が14百万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10.4％減少し、1,863百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前事業年度末に比べて21.2％減少し、448百万円となりました。これは、電子記録債務が110百万円

増加した一方、短期借入金が150百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前事業年度末に比べて15.1％減少し、361百万円となりました。これは、長期借入金が62百万円減

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18.6％減少し、810百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前事業年度末に比べて2.9％減少し、1,052百万円となりました。これは、利益剰余金が31百万円

減少したことなどによります。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ、258百万

円減少（前第２四半期累計期間は131百万円の減少）し、349百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は32百万円（前第２四半期累計期間に獲得した資金は1百万円）となりました。こ

れは主に、たな卸資産の増加が143百万円、前受金の減少が91百万円あった一方、仕入債務の増加が145百万円、売

上債権の減少が128百万円あったことなどによります。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は55百万円（前第２四半期累計期間に使用した資金は54百万円）となりました。こ

れは、有形固定資産の取得による支出が15百万円、敷金及び保証金の差入による支出が15百万円あったことなどに

よります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は233百万円（前第２四半期累計期間に使用した資金は74百万円）となりました。

これは、短期借入金の純減額が150百万円、長期借入金の返済による支出が65百万円あったことなどによります。

（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29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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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 672,082 425,978

受取手形及び売掛金 460,390 285,419

電子記録債権 48,060 94,327

仕掛品 279,642 410,503

原材料 92,713 104,912

その他 25,629 33,649

流動資産合計 1,578,518 1,354,790

固定資産

有形固定資産

建設仮勘定 178,285 194,202

その他（純額） 189,702 171,869

有形固定資産合計 367,987 366,072

無形固定資産 79,810 75,125

投資その他の資産 52,777 67,121

固定資産合計 500,575 508,319

資産合計 2,079,093 1,863,109

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 57,533 90,001

電子記録債務 37,670 148,349

短期借入金 150,000 -

1年内返済予定の長期借入金 134,064 131,767

未払法人税等 - 3,321

賞与引当金 9,984 6,883

製品保証引当金 29,839 25,491

その他 150,182 43,058

流動負債合計 569,274 448,871

固定負債

長期借入金 308,073 245,246

退職給付引当金 104,849 105,282

その他 13,086 11,084

固定負債合計 426,008 361,612

負債合計 995,283 810,484

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 227,694 196,562

自己株式 - △53

株主資本合計 1,083,810 1,052,625

純資産合計 1,083,810 1,052,625

負債純資産合計 2,079,093 1,863,109
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 177,424 402,482

売上原価 98,998 220,516

売上総利益 78,425 181,965

販売費及び一般管理費

役員報酬 19,100 18,300

給料及び手当 30,604 27,560

賞与引当金繰入額 1,817 1,726

研究開発費 24,264 33,715

製品保証引当金繰入額 - 1,081

その他 77,640 105,968

販売費及び一般管理費合計 153,425 188,353

営業損失（△） △75,000 △6,387

営業外収益

受取利息 19 26

その他 57 59

営業外収益合計 76 85

営業外費用

支払利息 1,302 1,070

為替差損 9,147 2,966

その他 148 0

営業外費用合計 10,598 4,037

経常損失（△） △85,522 △10,339

特別損失

補助金返還損 - 2,937

特別損失合計 - 2,937

税引前四半期純損失（△） △85,522 △13,276

法人税、住民税及び事業税 2,721 111

法人税等調整額 2,672 1,040

法人税等合計 5,393 1,152

四半期純損失（△） △90,915 △14,429
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △85,522 △13,276

減価償却費 31,136 37,949

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,581 △3,101

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,476 △4,347

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,745 432

受取利息及び受取配当金 △19 △26

支払利息 1,302 1,070

為替差損益（△は益） 7,882 2,467

補助金返還損 - 2,937

売上債権の増減額（△は増加） 383,605 128,703

たな卸資産の増減額（△は増加） △172,917 △143,059

仕入債務の増減額（△は減少） △123,131 145,020

前受金の増減額（△は減少） 2,240 △91,760

未収消費税等の増減額（△は増加） 35,076 △14,933

未払消費税等の増減額（△は減少） 106 △18,170

預り金の増減額（△は減少） △3,248 77

その他 △40,970 △2,966

小計 16,738 27,016

利息及び配当金の受取額 19 26

利息の支払額 △1,326 △1,004

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △13,842 6,803

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,589 32,841

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 △12,001 △12,003

有形固定資産の取得による支出 △7,583 △15,671

無形固定資産の取得による支出 △29,236 △12,853

敷金及び保証金の差入による支出 △44,894 △15,174

敷金及び保証金の返還による収入 39,282 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,433 △55,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 △150,000

長期借入れによる収入 150,000 -

長期借入金の返済による支出 △106,021 △65,124

リース債務の返済による支出 △1,897 △1,948

自己株式の取得による支出 - △53

配当金の支払額 △16,432 △16,482

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,350 △233,608

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,624 △1,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,819 △258,107

現金及び現金同等物の期首残高 391,388 608,078

現金及び現金同等物の四半期末残高 259,569 349,971
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（４）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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