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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2月期第2四半期 4,815 433.8 448 ― 488 ― 330 ―
22年2月期第2四半期 902 ― △687 ― △582 ― △369 ―

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2月期第2四半期 19.69 19.28
22年2月期第2四半期 △21.54 ―

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2月期第2四半期 15,562 7,290 40.5 375.50
22年2月期 14,472 7,202 42.9 369.95

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  6,304百万円 22年2月期  6,211百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 2.00 2.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 11,001 204.7 1,220 ― 1,202 ― 804 ― 47.90



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※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。 

※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、
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）2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.2 「2．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2月期2Q  17,640,000株 22年2月期  17,640,000株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  850,195株 22年2月期  850,195株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q  16,789,805株 22年2月期2Q  17,161,234株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国需要の拡大に伴う輸出や生産の増加に加え、
経済政策の実施等により、企業収益や個人消費に改善が見られるなど、緩やかな回復傾向が続きました。
しかしその一方で、欧州の財政悪化、急激な円高、株安、デフレ経済の進行など、先行き不安も強まりま
した。 
当業界におきましては、パソコン、液晶テレビ、スマートフォンなどの需要拡大に伴い、ＤＲＡＭ、フ

ラッシュメモリなどの半導体や、液晶パネルの生産が活発で、台湾・韓国等を中心に積極的な設備投資が
行われました。 
このような状況の中で当社グループは、台湾・韓国の主要取引先からの受注が増加し、台湾ではウエハ

ソータやＥＦＥＭなどのウエハ搬送装置が、韓国では大型ガラス基板搬送装置やガラスカッティングマシ
ン(ＧＣＭ)の受注及び販売が好調に推移いたしました。 
損益面につきましては、主として上述いたしました台湾・韓国等の売上高の増加、並びにベトナム生産

子会社での量産対応等により利益確保をはかりました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高4,815百万円(前年同期比433.8％増)、営業

利益448百万円(前年同期は営業損失687百万円)、経常利益488百万円(前年同期は経常損失582百万円)、四
半期純利益330百万円(前年同期は四半期純損失369百万円)となりました。 

  

  資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ1,090百万円増加し、15,562百万円と
なりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加922百万円、たな卸資産の増加1,213百万円、現金及び
預金の減少862百万円によるものであります。 
負債は、前連結会計年度末に比べ1,001百万円増加し、8,272百万円となりました。これは主に支払手形

及び買掛金の増加804百万円によるものであります。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ88百万円増加し、7,290百万円となりました。これは主に利益剰余

金の増加330百万円、為替換算調整勘定の減少205百万円によるものであります。 

  

2010年７月９日付の「2011年２月期第１四半期決算短信」において公表いたしました通期の連結業績予
想を修正しております。詳細につきましては、本日公表しております「2011年２月期第２四半期累計期間
業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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
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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２四半期連結会計期間末
(2010年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(2010年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,439,856 2,302,104

受取手形及び売掛金 2,847,014 1,924,891

商品及び製品 416,433 284,216

仕掛品 2,525,919 1,859,090

原材料及び貯蔵品 1,534,856 1,120,607

繰延税金資産 148,032 150,754

その他 253,554 91,854

貸倒引当金 △74,913 △67,491

流動資産合計 9,090,754 7,666,027

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,485,912 2,643,570

土地 2,331,607 2,366,451

その他（純額） 520,892 595,779

有形固定資産合計 5,338,412 5,605,802

無形固定資産 254,397 190,326

投資その他の資産

投資有価証券 285,165 365,967

繰延税金資産 373,718 374,055

その他 222,379 272,513

貸倒引当金 △1,918 △1,994

投資その他の資産合計 879,343 1,010,541

固定資産合計 6,472,153 6,806,670

資産合計 15,562,908 14,472,698
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(2010年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(2010年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,363,884 559,245

短期借入金 3,681,025 3,745,215

未払法人税等 131,434 67,946

賞与引当金 30,946 －

製品保証引当金 178,080 97,435

その他 688,319 688,746

流動負債合計 6,073,690 5,158,589

固定負債

長期借入金 1,766,233 1,692,993

繰延税金負債 51,843 56,127

退職給付引当金 69,500 63,787

役員退職慰労引当金 306,175 293,590

その他 5,142 5,599

固定負債合計 2,198,894 2,112,098

負債合計 8,272,585 7,270,687

純資産の部

株主資本

資本金 982,775 982,775

資本剰余金 1,127,755 1,127,755

利益剰余金 5,683,635 5,353,019

自己株式 △126,576 △126,576

株主資本合計 7,667,589 7,336,973

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,574 44,954

為替換算調整勘定 △1,375,665 △1,170,575

評価・換算差額等合計 △1,363,091 △1,125,621

新株予約権 19,713 11,264

少数株主持分 966,112 979,393

純資産合計 7,290,323 7,202,010

負債純資産合計 15,562,908 14,472,698
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 2009年３月１日
至 2009年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2010年３月１日
 至 2010年８月31日)

売上高 902,248 4,815,811

売上原価 901,732 3,523,711

売上総利益 515 1,292,099

販売費及び一般管理費 687,545 843,516

営業利益又は営業損失（△） △687,029 448,582

営業外収益

受取利息 23,142 5,610

受取配当金 535 535

有価証券売却益 1,831 －

為替差益 32,429 8,657

補助金収入 77,081 48,023

その他 4,486 10,153

営業外収益合計 139,506 72,980

営業外費用

支払利息 32,451 28,736

その他 2,643 4,312

営業外費用合計 35,095 33,048

経常利益又は経常損失（△） △582,618 488,514

特別利益

賞与引当金戻入額 410 －

有形固定資産売却益 59 －

投資有価証券売却益 － 5,513

関係会社株式売却益 － 32,302

持分変動利益 － 13,488

特別利益合計 469 51,304

特別損失

有形固定資産売却損 42,921 －

有形固定資産除却損 221 107

投資有価証券売却損 － 6,654

関係会社株式評価損 14,999 －

ゴルフ会員権評価損 － 2,996

特別損失合計 58,143 9,758

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△640,292 530,060

法人税、住民税及び事業税 20,565 112,486

法人税等調整額 △268,735 10,852

法人税等合計 △248,170 123,339

少数株主利益又は少数株主損失（△） △22,446 76,104

四半期純利益又は四半期純損失（△） △369,675 330,616
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ 当社グループは、同種、同系列の搬送装置を専ら製造販売しており、事業部門別での生産実績の把握が困難

なため、品目別に記載しております。 

２ 金額は、製造原価によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

モータ制御機器については見込生産によっておりますが、ウエハ搬送機、ガラス基板搬送機、及びバ
イオ・ゲノム関連装置につきましては、受注生産を行っております。 
ウエハ搬送機、ガラス基板搬送機、及びバイオ・ゲノム関連装置の受注状況は次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 当社グループは、同種、同系列の搬送装置を専ら製造販売しており、事業部門別での受注実績の把握が困難

なため、品目別に記載しております。 

２ 金額は、販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品目別 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

ウエハ搬送機 2,829,967 333.3

ガラス基板搬送機 740,854 395.9

バイオ・ゲノム関連装置 54,079 ─

モータ制御機器 31,892 520.7

合計 3,656,794 350.8

(2) 受注状況

品目別 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

ウエハ搬送機 3,754,370 650.1 2,169,469 309.1

ガラス基板搬送機 1,179,687 934.0 72,971 223.6

バイオ・ゲノム関連装置 17,143 ─ 16,430 ─

合計 4,951,201 703.4 2,258,871 307.6
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(注) １ 当社グループは、同種、同系列の搬送装置を専ら製造販売しており、事業部門別での販売実績の把握が困難

なため、品目別に記載しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
  

 
(注) 三星電子㈱は、当第２四半期連結累計期間に主要顧客になったものであり、前第２四半期連結累計

期間の売上高は、62,421千円(総販売実績に対する割合6.9％)であります。 

  

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績

品目別 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ウエハ搬送機 2,944,180 757.4

ガラス基板搬送機 1,269,849 716.1

バイオ・ゲノム関連装置 3,074 ─

モータ制御機器 56,729 284.6

部品・修理 他 530,653 168.9

商品 11,324 542.1

合計 4,815,811 533.8

相手先

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

三星電子㈱ ─ ─ 1,172,379 24.3

台湾セミコンダクター・マニュファク
チャリング・カンパニー・リミテッド

125,107 13.9 607,782 12.6

ローツェ㈱(6323)2011年２月期第２四半期決算短信

－7－




