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(百万円未満切捨て)
１．2015年2月期第1四半期の連結業績（2014年3月1日～2014年5月31日）

（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 ％

2015年2月期第1四半期 2,241 △4.1 △57 ― 13 △91.0 70 △41.5

2014年2月期第1四半期 2,338 8.1 184 ― 155 ― 120 ―

(注) 包括利益 2015年2月期第1四半期 △263 百万円 ( ―％) 2014年2月期第1四半期 474 百万円 ( 63.3％)
　

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

2015年2月期第1四半期 4 10 4 09

2014年2月期第1四半期 7 18 7 11
　

（２）連結財政状態
　

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2015年2月期第1四半期 18,251 9,826 43.9

2014年2月期 18,266 10,193 45.0

(参考) 自己資本 2015年2月期第1四半期 8,006 百万円 2014年2月期 8,211 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

2014年2月期 ― 0 00 ― 5 00 5 00

2015年2月期 ―

2015年2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

　

３．2015年2月期の連結業績予想（2014年3月1日～2015年2月28日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 5,891 △4.7 325 △49.6 313 △44.7 200 △47.7 11 82

通期 12,071 △14.8 789 △32.1 757 △27.9 444 10.2 26 20
(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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ― 社 (社名) 、除外 ― 社 (社名)
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）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

（４）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) 2015年2月期1Ｑ 17,640,000株 2014年2月期 17,640,000株

② 期末自己株式数 2015年2月期1Ｑ 406,359株 2014年2月期 422,359株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2015年2月期1Ｑ 17,222,076株 2014年2月期1Ｑ 16,831,511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、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予

測情報に関する説明」をご覧ください。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融緩和策などにより緩やかな景

気回復の動きが見られましたが、一方で消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動による影響が見られるなど、先

行き不透明な状況で推移しました。

当業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末の需要拡大、４Ｋテレビの普及に向けた動きなどから、

半導体の微細化に伴う新規設備投資や、高精細化が進む液晶パネルの生産に必要な設備投資の増加が見込まれており

ますが、当四半期においては、これまで継続的に行われてきた台湾の半導体設備投資に調整局面が見られました。

このような状況の中で当社グループは、台湾の主要取引先向けウエハソータやＥＦＥＭなどのウエハ搬送装置の受

注及び販売が、受注時期や納入時期の見直し・変更等により前年に比べて減少したこと、加えて韓国子会社における

中国向けのディスプレー製造装置の新規納入が一段落し、ガラス基板搬送装置の売上高が減少したことなどにより、

連結売上高が前年同期に比べて減少しました。

損益面につきましては、売上高の減少や新規開発を伴う装置の受注増加によるコスト増などから営業損失となりま

したが、為替差益や少数株主損失などの影響により最終利益は黒字となりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高2,241百万円(前年同期比4.1％減)、営業損失57百万円(前

年同期は営業利益184百万円)、経常利益13百万円(前年同期比91.0%減)、四半期当期純利益70百万円(前年同期比41.5

％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ14百万円減少し、18,251百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金の増加1,216百万円、受取手形及び売掛金の減少1,237百万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353百万円増加し、8,425百万円となりました。これは主に、借入金の増加109百万

円及び賞与引当金の増加61百万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367百万円減少し、9,826百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定

の減少198百万円及び少数株主持分の減少161百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2015年２月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、2014年4月11日発表の「2014年２

月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載しております予想数値から変更はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　該当事項はありません。

（２）四半期連結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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　該当事項はありません。
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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)

前連結会計年度
(2014年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(2014年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,342,065 4,558,247

受取手形及び売掛金 4,046,125 2,808,452

商品及び製品 389,774 492,013

仕掛品 2,057,771 2,045,166

原材料及び貯蔵品 1,330,829 1,393,230

繰延税金資産 210,808 248,224

その他 236,518 235,645

貸倒引当金 △67,367 △51,795

流動資産合計 11,546,526 11,729,185

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,538,841 2,462,266

土地 2,476,706 2,460,482

その他（純額） 795,398 822,273

有形固定資産合計 5,810,946 5,745,022

無形固定資産 201,277 186,328

投資その他の資産

投資有価証券 235,504 240,207

その他 488,619 367,465

貸倒引当金 △16,731 △16,690

投資その他の資産合計 707,392 590,981

固定資産合計 6,719,616 6,522,333

資産合計 18,266,143 18,251,519
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2014年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(2014年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,369,931 1,012,429

短期借入金 2,978,434 2,977,468

未払法人税等 276,269 177,791

賞与引当金 35,144 97,116

役員賞与引当金 ― 1,500

製品保証引当金 337,172 323,540

その他 653,011 1,305,700

流動負債合計 5,649,962 5,895,546

固定負債

長期借入金 1,808,145 1,918,422

繰延税金負債 117,804 95,045

退職給付引当金 102,864 118,498

役員退職慰労引当金 367,896 372,975

資産除去債務 24,426 23,973

その他 1,068 876

固定負債合計 2,422,206 2,529,792

負債合計 8,072,168 8,425,338

純資産の部

株主資本

資本金 982,775 982,775

資本剰余金 1,166,749 1,168,207

利益剰余金 6,225,965 6,210,566

自己株式 △62,885 △60,503

株主資本合計 8,312,604 8,301,045

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 41,852 46,420

為替換算調整勘定 △142,702 △341,132

その他の包括利益累計額合計 △100,849 △294,712

新株予約権 4,758 3,660

少数株主持分 1,977,461 1,816,188

純資産合計 10,193,974 9,826,181

負債純資産合計 18,266,143 18,251,519
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2013年３月１日
　至 2013年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2014年３月１日
　至 2014年５月31日)

売上高 2,338,004 2,241,005

売上原価 1,630,416 1,737,499

売上総利益 707,588 503,506

販売費及び一般管理費 522,848 560,665

営業利益又は営業損失（△） 184,739 △57,159

営業外収益

受取利息 4,845 4,201

為替差益 - 58,969

売電収入 - 20,956

補助金収入 1,837 -

デリバティブ利益 - 3,176

その他 1,989 6,078

営業外収益合計 8,672 93,382

営業外費用

支払利息 9,086 8,641

為替差損 27,507 -

売電費用 - 10,972

その他 1,518 2,634

営業外費用合計 38,112 22,249

経常利益 155,298 13,973

特別利益

新株予約権戻入益 - 122

特別利益合計 - 122

特別損失

有形固定資産除却損 103 41

特別損失合計 103 41

税金等調整前四半期純利益 155,195 14,054

法人税、住民税及び事業税 146,294 111,309

法人税等調整額 △98,194 △94,191

法人税等合計 48,100 17,117

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

107,094 △3,063

少数株主損失（△） △13,690 △73,752

四半期純利益 120,785 70,688
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2013年３月１日
　至 2013年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2014年３月１日
　至 2014年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

107,094 △3,063

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,081 4,567

為替換算調整勘定 360,867 △265,097

その他の包括利益合計 366,949 △260,530

四半期包括利益 474,044 △263,593

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 425,171 △126,393

少数株主に係る四半期包括利益 48,872 △137,199
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（３）四半期連結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。

（セグメント情報等）

前第１四半期連結累計期間(自 2013年３月１日 至 2013年５月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自

2014年３月１日 至 2014年５月31日)

当社グループは、半導体業界や液晶業界における無塵化対応搬送装置の開発・製造・販売を行う「半導体・液

晶関連装置事業」と、精密シャフトモータ等に使用する磁石の製造・販売を行う「磁石事業」を報告セグメント

としておりますが、「磁石事業」の割合が低く、情報開示としての重要性が乏しいため、セグメント別の記載を

省略しております。

４．補足情報

　生産、受注及び販売の状況

当社グループは，半導体業界や液晶業界における無塵化対応搬送装置の開発・製造・販売を行う「半導体・液晶

関連装置事業」と、精密シャフトモータ等に使用する磁石の製造・販売を行う「磁石事業」を報告セグメントとし

ておりますが、「磁石事業」の割合が低く、情報開示としての重要性が乏しいため、セグメント別の記載を省略して

おります。

よって、生産、受注及び販売の状況につきましては品目別に記載しております。

　(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 1,491,528 113.7

ガラス基板搬送機 326,875 139.7

モータ制御機器 13,832 139.6

合計 1,832,236 117.8

(注) １．金額は、製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
　(2) 受注実績

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。

　

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 1,402,263 58.0 2,870,654 84.0

ガラス基板搬送機 217,605 29.7 78,916 10.7

バイオ・ゲノム関連装置 2,940 29.4 32,940 329.4

合計 1,622,808 51.4 2,982,510 71.6

(注) １．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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　(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 1,445,661 92.6

ガラス基板搬送機 329,840 78.2

モータ制御機器 15,771 87.6

部品・修理 他 448,330 134.2

商品 1,401 53.5

合計 2,241,005 95.9

(注) １．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

相手先
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

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

576,686 24.7 334,246 14.9

サムスンディスプレー㈱ 320,256 13.7 ― ―

(注) サムスンディスプレー㈱に対する当第１四半期連結累計期間の売上高は、126,266千円(総販売実績

に対する割合5.6％)であります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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