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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第2四半期 431 ― △20 ― △22 ― △24 ―
20年3月期第2四半期 422 19.2 △51 ― △60 ― △62 ―

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

21年3月期第2四半期 △424.60 ―
20年3月期第2四半期 △1,104.55 ―

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

21年3月期第2四半期 2,177 2,049 94.1 36,006.58
20年3月期 2,221 2,073 93.3 36,431.18

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,049百万円 20年3月期  2,073百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 1,008 9.6 △136 ― △143 ― △146 ― △2,565.82

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  56,928株 20年3月期  56,928株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  56,928株 20年3月期第2四半期  56,928株

※業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項 
1. 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。 
２. 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号) 
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰による原材料価格の上昇ならびに米国サブプライム住

宅ローン問題に端を発した国際的な金融市場の混乱等により、企業業績の先行き不透明感の増大から景気に後退感が増

してきております。

　　このような状況のなかで、当社は、顧客・市場開発、製品開発活動の事業化および生産能力の拡大, 生産の合理化・

生産性の向上に経営資源を集約して参りました。

　　具体的な取り組みとしては、営業・マーケティング本部は、製造本部との連携により、大手エレクトロニクス機器メー

カーから大型新規受注の獲得に成功し、関東工場内の新工場で、平成20年４月より本格的な量産を開始致しました。更

に開発本部との連携により、新製品であるパルスインジェクターの販売活動に力を入れ、期初予想を上回る売上高を上

げることができました。開発本部は、平成19年２月に新聞発表致しました新製品であるパルスインジェクターの製品ラ

インアップ／技術面からの営業支援、複合材料開発などに重点を置き活動を行いました。

　　８月、９月における上述の大手エレクトロニクス機器メーカーからの受注が急激に落ち込みました。これは、当該メー

カーの北米での売上が著しく落ち込んだこと等の影響によるものです。この落ち込みは、11月まで続く予想ですが、12

月以降は、第１四半期会計期間の受注量並みに回復する見込みです。

  　事業別の状況は次のとおりであります

　・ナノ／マイクロ・テクノロジー関連事業

　　上述の大手エレクトロニクス機器メーカーからのデジタル機器部品の受注減などにより機能性・精密成形品の当第２

四半期会計期間の売上高は、第１四半期会計期間と比べ52百万円減となり、当第２四半期累計期間では、265百万円（前

年同期比1.0％減）となりました。

　　平成19年２月初旬に販売を開始したパルスインジェクター関連製品を含む微細加工製品の当第２四半期累計期間の売

上高は36百万円（前年同期比176.8％増）となりました。当社が６年以上の歳月を掛けて独自開発したパルスインジェク

ター関連製品は、販売開始以来、ナノテクの多くの産業分野で役立つ評価分析及び実験装置として、国や企業、大学の

研究機関で大きな評価を受けています。

　　その他として、当第２四半期累計期間の売上高として金型等の売上高24百万円がありました。

　　その結果、ナノ／マイクロ・テクノロジー関連事業全体の当第２四半期累計期間の売上高は、325百万円（前年同期比

1.7％減）となりました。               

　・マクロ・テクノロジー関連事業

　　マクロ・テクノロジー関連事業である成形碍子、成形碍子用複合材料及び金型・部品の当第２四半期累計期間の売上

高は100百万円（前年同期比13.8％増）でありました。昨年からの国内の建築業界の不振を補う当社顧客の中国、中近東

向け設備受注の増加が見られました。

　・その他事業

　　医療品容器の異物検査事業の当第２四半期累計期間の売上高は５百万円（前年同期比82.7％増）でありました。

　　以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は431百万円（前年同期422百万円、前年同期比2.1%増,今年同期期初予想

448百万円、今年同期期初予想比3.9%減）、売上総利益は158百万円（前年同期158百万円、前年同期比0.1％増）、営業

損失は20百万円（前年同期51百万円、今年同期期初予想96百万円）、経常損失は22百万円（前年同期60百万円、今年同

期期初予想99百万円）、四半期純損失は24百万円（前年同期62百万円、今年同期期初予想101百万円）となりました。

　　第１四半期会計期間では、営業利益、経常利益、四半期純利益が、それぞれ、２百万円、１百万円,０百万円でありま

したが、当第２四半期会計期間は、機能性・精密成形品の受注減などにより、営業損失が22百万円、経常損失が23百万

円、四半期純損失が24百万円となり、当第２四半期累計期間では、上述の様な損失結果となりました。当第２四半期累

計期間の販売費及び一般管理費は、179百万円（前年同期210百万円、前年同期比14.9％減）となりました。

    なお、前年同期増減率及び前年同期の金額は参考として記載しております。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の財政状態

　財政状態につきましては、総資産は2,177百万円となり、平成20年３月期末に比して44百万円減少いたしました。ま

た、純資産は2,049百万円となり平成20年３月期末に比して24百万円減少いたしました。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るものです。

　また、自己資本比率は、平成20年３月期末に比して0.8ポイント増加の94.1％となりました。
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３．業績予想に関する定性的情報

　　平成20年５月14日に公表いたしました通期業績予想に対する修正は行っておりません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（２）四半期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

・会計処理基準に関する事項の変更

1. 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

2. 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ3,096千円増加しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,263,738 1,287,846

受取手形及び売掛金 118,127 166,903

製品 30,771 12,099

原材料 28,723 30,487

仕掛品 28,675 28,550

その他 8,625 3,962

流動資産合計 1,478,662 1,529,850

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 336,280 340,382

土地 240,988 240,988

その他（純額） 108,512 92,127

有形固定資産合計 685,781 673,498

無形固定資産 2,417 2,569

投資その他の資産 4,378 3,457

固定資産合計 692,577 679,524

繰延資産 6,200 12,400

資産合計 2,177,440 2,221,775

負債の部   

流動負債   

買掛金 41,830 46,291

1年内返済予定の長期借入金 4,212 4,212

未払法人税等 4,607 6,174

賞与引当金 12,121 10,221

その他 46,564 59,991

流動負債合計 109,336 126,890

固定負債   

長期借入金 17,035 19,141

その他 1,286 1,789

固定負債合計 18,321 20,930

負債合計 127,658 147,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,240,721 1,240,721

資本剰余金 1,393,981 1,393,981

利益剰余金 △584,919 △560,748

株主資本合計 2,049,782 2,073,954

純資産合計 2,049,782 2,073,954

負債純資産合計 2,177,440 2,221,775
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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）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 431,027

売上原価 272,159

売上総利益 158,867

販売費及び一般管理費 179,060

営業損失（△） △20,192

営業外収益  

受取利息 3,920

その他 328

営業外収益合計 4,248

営業外費用  

支払利息 207

株式交付費償却 6,200

その他 124

営業外費用合計 6,532

経常損失（△） △22,476

税引前四半期純損失（△） △22,476

法人税、住民税及び事業税 1,695

法人税等合計 1,695

四半期純損失（△） △24,171
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 △22,476

減価償却費 24,092

長期前払費用償却額 257

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,900

受取利息及び受取配当金 △3,920

支払利息 207

売上債権の増減額（△は増加） 48,776

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,033

仕入債務の増減額（△は減少） △4,460

未払消費税等の増減額（△は減少） 219

その他の資産の増減額（△は増加） △2,536

その他の負債の増減額（△は減少） △17,607

その他 6,328

小計 13,748

利息及び配当金の受取額 92

利息の支払額 △308

法人税等の支払額 △1,866

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,665

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 △19,312

定期預金の払戻による収入 19,258

有形固定資産の取得による支出 △32,329

無形固定資産の取得による支出 △336

差入保証金の差入による支出 △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,720

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 △2,106

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,161

現金及び現金同等物の期首残高 168,587

現金及び現金同等物の四半期末残高 144,425
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　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）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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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ　売上高 422,051 100.0

Ⅱ　売上原価 263,362 62.4

売上総利益 158,688 37.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 210,367 49.8

営業損失 51,678 △12.2

Ⅳ　営業外収益 4,580 1.1

Ⅴ　営業外費用 13,814 3.3

経常損失 60,912 △14.4

Ⅵ　特別損失 322 0.1

税引前中間純損失 61,235 △14.5

法人税、住民税及び事業税 1,644

法人税等調整額 － 1,644 0.4

中間純損失 62,879 △14.9
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△） △61,235

減価償却費 18,632

長期前払費用償却 526

賞与引当金の増減額（△減少額） 1,089

受取利息 △3,918

支払利息 246

有形固定資産除却損 322

売上債権の増減額（△増加額） △46,228

たな卸資産の増減額（△増加額） △21,644

仕入債務の増減額（△減少額） △7,420

未収消費税等の増減額（△増加額） 10,532

未払消費税等の増減額（△減少額） 5,590

その他 720

小計 △102,785

利息の受取額 342

利息の支払額 △346

法人税等の支払額 △3,379

営業活動によるキャッシュ・フロー △106,169

Ⅱ　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 △19,256

定期預金の払戻による収入 19,233

有形固定資産の取得による支出 △54,143

無形固定資産の取得による支出 △2,420

長期前払費用の支払による支出 △728

その他 △150

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,463

Ⅲ　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 △2,106

その他 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,135

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △165,768

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 484,662

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 318,893
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