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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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3四半期 7,896 343.0 771 ― 763 ― 494 ―
22年2月期第3四半期 1,782 ― △1,145 ― △1,014 ― △720 ―

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3四半期 29.46 28.86
22年2月期第3四半期 △42.20 ―

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3四半期 16,284 7,461 39.3 381.15
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3四半期  6,399百万円 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  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 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  有  
（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「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3Q  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3Q  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3Q  16,789,805株 22年2月期3Q  17,072,288株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の財政悪化、円高、株安、デフレ経済の進行な
ど、下振れ懸念材料が多く、依然として先行き不透明な状況が続きましたが、新興国需要の拡大並びに経
済対策効果などにより、企業収益や個人消費が緩やかな回復傾向で推移いたしました。 
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・韓国等の積極的な設備投資が続きまし
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増加により、当四半期にお

いても、ウエハソータやＥＦＥＭなどのウエハ搬送装置、あるい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)など、主力製品の販売が好調に推移いたしました。 
損益面につきましては、台湾・韓国等の売上高増加や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３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高7,896百万円(前年同四半期比343.0％増)、

営業利益771百万円(前年同四半期は営業損失1,145百万円)、経常利益763百万円(前年同四半期は経常損失
1,014百万円)、四半期純利益494百万円(前年同四半期は四半期純損失720百万円)となりました。 

  

  資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ1,811百万円増加し、16,284百万円と
なりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加1,431百万円、たな卸資産の増加1,376百万円、現金及
び預金の減少836百万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1,552百万円増加し、8,823百万円となりました。これは主に支払手形

及び買掛金の増加838百万円、短期借入金及び長期借入金の増加269百万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259百万円増加し、7,461百万円となりました。これは主に利益剰余

金の増加494百万円、為替換算調整勘定の減少283百万円によるものであります。 

  

2011年２月期の通期業績予想につきましては、2010年10月８日発表の「2011年２月期 第２四半期決算
短信」から変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会
計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

② 特有の会計処理 

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３四半期連結会計期間末
(2010年11月30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 1,465,134 2,302,104

受取手形及び売掛金 3,356,402 1,924,891

商品及び製品 484,335 284,216

仕掛品 2,593,491 1,859,090

原材料及び貯蔵品 1,562,508 1,120,607

繰延税金資産 162,180 150,754

その他 321,285 91,854

貸倒引当金 △72,155 △67,491

流動資産合計 9,873,182 7,666,027

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,443,200 2,643,570

土地 2,341,286 2,366,451

その他（純額） 514,049 595,779

有形固定資産合計 5,298,536 5,605,802

無形固定資産 245,539 190,326

投資その他の資産

投資有価証券 294,188 365,967

繰延税金資産 335,056 374,055

その他 239,657 272,513

貸倒引当金 △1,484 △1,994

投資その他の資産合計 867,417 1,010,541

固定資産合計 6,411,493 6,806,670

資産合計 16,284,676 14,472,698
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(2010年11月30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 1,398,132 559,245

短期借入金 3,467,803 3,745,215

未払法人税等 124,548 67,946

賞与引当金 55,758 －

製品保証引当金 235,783 97,435

その他 859,271 688,746

流動負債合計 6,141,297 5,158,589

固定負債

長期借入金 2,239,901 1,692,993

繰延税金負債 59,310 56,127

退職給付引当金 65,648 63,787

役員退職慰労引当金 312,215 293,590

その他 4,908 5,599

固定負債合計 2,681,983 2,112,098

負債合計 8,823,280 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 5,847,651 5,353,019

自己株式 △126,576 △126,576

株主資本合計 7,831,605 7,336,973

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 21,942 44,954

為替換算調整勘定 △1,454,082 △1,170,575

評価・換算差額等合計 △1,432,139 △1,125,621

新株予約権 23,937 11,264

少数株主持分 1,037,992 979,393

純資産合計 7,461,396 7,202,010

負債純資産合計 16,284,676 14,472,698

ローツェ㈱(6323)2011年２月期第３四半期決算短信

－4－



(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 2009年３月１日
至 2009年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2010年３月１日
 至 2010年11月30日)

売上高 1,782,345 7,896,181

売上原価 1,920,381 5,813,333

売上総利益又は売上総損失（△） △138,035 2,082,847

販売費及び一般管理費 1,007,023 1,311,426

営業利益又は営業損失（△） △1,145,059 771,420

営業外収益

受取利息 27,668 6,874

受取配当金 1,585 1,588

有価証券売却益 1,861 －

為替差益 35,408 －

補助金収入 107,296 61,206

その他 7,851 12,942

営業外収益合計 181,670 82,612

営業外費用

支払利息 47,718 43,130

為替差損 － 42,392

その他 3,767 4,953

営業外費用合計 51,486 90,476

経常利益又は経常損失（△） △1,014,874 763,556

特別利益

賞与引当金戻入額 410 －

有形固定資産売却益 59 173

投資有価証券売却益 － 5,681

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 51,646

特別損失

有形固定資産売却損 43,607 －

有形固定資産除却損 232 740

投資有価証券売却損 － 27,211

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 58,839 30,948

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（△）

△1,073,244 784,254

法人税、住民税及び事業税 54,107 140,283

法人税等調整額 △349,893 32,104

法人税等合計 △295,785 172,388

少数株主利益又は少数株主損失（△） △56,959 117,234

四半期純利益又は四半期純損失（△） △720,499 494,632
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間の生産実績を品目別に示すと、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。 

  

当第３四半期連結累計期間の受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

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実績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 4,466,203 268.7

ガラス基板搬送機 1,434,733 418.5

バイオ・ゲノム関連装置 71,801 ─

モータ制御機器 58,252 376.7

合計 6,030,990 298.5

(2) 受注実績

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 6,081,424 444.7 2,802,475 280.8

ガラス基板搬送機 2,832,122 1,039.0 681,763 1,466.6

バイオ・ゲノム関連装置 21,349 ─ 8,850 ─

合計 8,934,896 544.7 3,493,089 334.5
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当第３四半期連結累計期間の販売実績を品目別に示すと、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)１  三星電子㈱は、当第３四半期連結累計期間に主要顧客になったものであり、前第３四半期連結 

  累計期間の売上高は、124,048千円(総販売実績に対する割合7.0％)であります。 

  ２ 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・リミテッドに対する当第３四 

  半期連結累計期間の売上高は、782,838千円(総販売実績に対する割合9.9％)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 4,638,228 525.4

ガラス基板搬送機 2,313,492 746.8

バイオ・ゲノム関連装置 14,860 ─

モータ制御機器 84,580 211.2

部品・修理 他 829,168 152.4

商品 15,851 283.1

合計 7,896,181 443.0

相手先

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

三星電子㈱ ─ ─ 1,969,373 24.9

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

284,189 15.9 ─ ─
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