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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による各種政策を背景に企業収益や雇用情勢、

設備投資に改善傾向がみられる等、緩やかな景気回復基調となりました。 

半導体業界におきましては、米国を中心にM&A（合併・買収）による大型再編が活発となりました。また、中国

においても半導体企業を自国内に育成するという国家戦略のもと、外国企業への投資や買収提案が積極的に行わ

れております。 

半導体の市場につきましては、短期的には、一部の大手半導体メーカーが設備投資計画を下方修正する等、牽

引役であるスマートフォンの成長鈍化の影響が見られたものの、中長期的には、自動車の自動運転やIoT（モノの

インターネット化）の動きも活発になり、革新的な製造ライン等の実現に向けた最先端の半導体デバイスの需要

増により、安定継続成長が見込まれております。 

このような状況のもと当社グループにおいては、コンプレッション方式のモールディング装置を中心に販売を

促進するとともに、次世代パッケージのWLP（ウエハーレベルパッケージ）用並びに大型基板対応または基板製造

用に「CPMシリーズ」を開発し、販売を開始いたしました。 

また、サムスン電子グループの韓国最大半導体設備メーカーであるSEMES社よりモールディング事業を譲受いた

しました。これにより、サムスン電子の指定協力会社の地位を継承し、モールディング事業の伸張を図るととも

に新たな事業機会の創出に努めてまいります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は164億74百万円（前年同期比８億74百万円、5.6％

増）、営業利益14億83百万円（前年同期比１億76百万円、10.6％減）、経常利益15億68百万円（前年同期比４億

４百万円、20.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益14億57百万円（前年同期比１億２百万円、6.6％減）

となりました。 

 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当連結会計年度の下半期は、大手半導体メーカーが設備投資計画を下方修正する等の影響により、半導体製造

装置需要が減速することを予測したため、平成27年10月21日に通期業績予想の修正を発表しておりましたが、一

部顧客の工場拡張に伴う大型受注を獲得できたこと等により、想定していた程の売上高の減少には至らない見込

みであります。 

収益面においても、減収に伴う減益幅が縮小したことや高付加価値製品であるコンプレッション方式のモール

ディング装置の売上構成比率が高水準で推移していることから、前回発表予想を上回る見込みであります。 

以上のことから当社は、通期の業績予想を修正することと致しました。詳細につきましては、本日（平成28年

２月９日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（在外子会社の収益及び費用の本邦通貨への換算方法の変更）

在外子会社の収益及び費用は、従来、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、一時的な為

替相場の変動による期間損益への影響を緩和し、在外子会社の業績をより適切に連結財務諸表に反映させるた

め、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。

当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務

諸表及び連結財務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期連結累計期間の売上高が68,656千円減少し、営業利益が

448,507千円増加し、経常利益が28,488千円減少し、税金等調整前四半期純利益が29,323千円減少しておりま

す。

また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は

190,427千円増加し、為替換算調整勘定の前期首残高は同額減少しております。

 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。
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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 

(平成27年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 6,127,439 5,969,616 

受取手形及び売掛金 7,165,044 6,934,266 

電子記録債権 93,079 19,301 

商品及び製品 396,781 480,929 

仕掛品 2,577,840 2,383,211 

原材料及び貯蔵品 478,597 338,645 

その他 576,910 592,828 

貸倒引当金 △7,150 △3,296 

流動資産合計 17,408,543 16,715,503 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 13,208,847 13,478,463 

減価償却累計額 △9,291,435 △9,436,131 

建物及び構築物（純額） 3,917,411 4,042,331 

機械装置及び運搬具 10,023,847 10,237,275 

減価償却累計額 △7,698,661 △7,870,021 

機械装置及び運搬具（純額） 2,325,186 2,367,254 

土地 4,203,817 4,495,017 

リース資産 13,438 13,544 

減価償却累計額 △3,079 △4,975 

リース資産（純額） 10,359 8,569 

建設仮勘定 15,777 268,671 

その他 2,580,972 2,656,250 

減価償却累計額 △2,264,389 △2,296,595 

その他（純額） 316,582 359,655 

有形固定資産合計 10,789,134 11,541,500 

無形固定資産 627,492 738,230 

投資その他の資産 2,910,510 2,740,493 

固定資産合計 14,327,137 15,020,224 

資産合計 31,735,681 31,735,728 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 2,572,637 2,113,462 

短期借入金 834,350 501,650 

1年内返済予定の長期借入金 1,490,949 1,320,325 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

未払法人税等 105,598 198,664 

製品保証引当金 97,948 105,397 

賞与引当金 455,308 245,386 

役員賞与引当金 31,435 - 

創業者功労引当金 300,000 - 

その他 1,141,855 1,469,506 

流動負債合計 7,130,082 6,054,392 

固定負債    

社債 140,000 40,000 

長期借入金 2,705,511 2,987,971 

退職給付に係る負債 286,770 261,306 

その他 412,594 413,044 

固定負債合計 3,544,876 3,702,322 

負債合計 10,674,959 9,756,714 

純資産の部    

株主資本    

資本金 8,932,627 8,932,627 

資本剰余金 462,236 462,236 

利益剰余金 9,438,547 10,645,537 

自己株式 △9,172 △9,337 

株主資本合計 18,824,238 20,031,064 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,023,795 1,022,163 

為替換算調整勘定 760,224 456,758 

退職給付に係る調整累計額 133,687 112,504 

その他の包括利益累計額合計 1,917,707 1,591,426 

非支配株主持分 318,775 356,522 

純資産合計 21,060,721 21,979,013 

負債純資産合計 31,735,681 31,735,728 
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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 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

売上高 15,599,861 16,474,730 

売上原価 10,611,207 11,271,329 

売上総利益 4,988,654 5,203,400 

販売費及び一般管理費 3,328,328 3,719,727 

営業利益 1,660,325 1,483,673 

営業外収益    

受取利息 39,871 28,450 

受取配当金 23,340 27,395 

持分法による投資利益 18,245 30,625 

雑収入 302,624 70,106 

営業外収益合計 384,081 156,577 

営業外費用    

支払利息 58,070 41,954 

支払手数料 9,344 26,144 

雑損失 4,583 3,971 

営業外費用合計 71,998 72,069 

経常利益 1,972,409 1,568,180 

特別利益    

投資有価証券売却益 - 109,271 

受取保険金 124,873 53,652 

その他 50,879 4,003 

特別利益合計 175,752 166,927 

特別損失    

創業者功労引当金繰入額 300,000 - 

固定資産除却損 14,211 1,640 

その他 22,550 6 

特別損失合計 336,761 1,646 

税金等調整前四半期純利益 1,811,400 1,733,461 

法人税等 207,354 205,773 

四半期純利益 1,604,045 1,527,687 

非支配株主に帰属する四半期純利益 44,410 70,590 

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,559,635 1,457,097 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

四半期純利益 1,604,045 1,527,687 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 284,393 △1,632 

為替換算調整勘定 640,420 △320,809 

退職給付に係る調整額 △12,119 △21,182 

その他の包括利益合計 912,693 △343,624 

四半期包括利益 2,516,739 1,184,063 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 2,433,302 1,130,817 

非支配株主に係る四半期包括利益 83,437 53,246 
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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。
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