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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

      （単位：百万円） 
 

 
27年６月期第２四半期 

連結累計期間 

28年６月期第２四半期 

連結累計期間 
前年同期比(増減率) 

 受注高 79,092 105,982 34.0% 

 売上高 85,299 102,784 20.5% 

 営業利益 4,985 10,785 116.4% 

 経常利益 5,796 10,721 85.0% 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
4,194 7,801 86.0% 

 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産など一部に弱さがみられるものの、個人消費が底

堅く推移したほか、企業収益や雇用情勢が改善するなど緩やかな回復基調が続いてまいりました。米国では、個人

消費や民間設備投資が増加するなど景気の回復が続いてまいりました。欧州では、失業率が高水準ながらも低下す

るなど景気は緩やかに回復してまいりました。中国では、消費が堅調に増加しているものの、輸出、生産の伸びが

鈍化するなど景気は緩やかに減速してまいりました。

当社グループを取り巻くエレクトロニクス市場においては、パソコン需要の低迷はあるもののスマートフォンに

代表される携帯端末に向けた半導体や電子部品の需要は、概ね堅調に推移してまいりました。

液晶ディスプレイ製造装置の設備投資については、前年度の後半から引き続き、積極的な投資がおこなわれてお

り、好調に推移してまいりました。

 

このような状況において、当第２四半期連結累計期間につきましては、受注高1,059億82百万円(前年同期比268

億90百万円(34.0％)増)となりました。売上高は1,027億84百万円(同174億85百万円(20.5％)増)となりました。損

益につきましては、営業利益は107億85百万円(同58億円(116.4％)増)、経常利益は107億21百万円(同49億25百万円

(85.0％)増)、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、78億１百万円(同36億７百万円(86.0％)増)と

なりました。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

 

「真空機器事業」

      （単位：百万円） 
 

 
27年６月期第２四半期 

連結累計期間 

28年６月期第２四半期 

連結累計期間 
前年同期比(増減率) 

  受注高 62,673 88,052 40.5% 

 売上高 69,101 85,785 24.1% 

 営業利益 3,169 9,125 188.0% 

 

真空機器事業を品目別に見ますと次のとおりであります。

 

（FPD及びPV製造装置）

FPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置は、前年度の後半に引き続き、モバイル端末向け中小型液晶ディ

スプレイ製造装置やテレビ向け大型液晶ディスプレイ製造装置の投資が継続し、受注高、売上高ともに前年同期を

大幅に上回りました。

 

（半導体及び電子部品製造装置）

半導体関連は、モバイルDRAM、NANDフラッシュメモリ用スパッタリング装置や自然酸化膜除去装置、電子部品関

連は、モバイル機器向け高機能デバイス製造装置を中心に前年同期並みの売上高を計上いたしましたが、受注高は

前年同期を下回りました。

 

（コンポーネント） 

FPD、半導体、電子部品業界や自動車関連向けを中心に堅調に推移いたしましたが、海外の一部に設備投資抑制

の動きもあり、受注高、売上高ともに前年同期を若干下回りました。
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（一般産業用装置） 

自動車部品製造用真空熱処理炉などを中心に、受注高、売上高を計上いたしましたが、中国などにおける景気減

速の影響を受け、前年同期を下回りました。

 

その結果、真空機器事業の受注高は880億52百万円、受注残高は693億37百万円、売上高は857億85百万円とな

り、91億25百万円の営業利益となりました。

 

「真空応用事業」

      （単位：百万円） 
 

 
27年６月期第２四半期 

連結累計期間 

28年６月期第２四半期 

連結累計期間 
前年同期比(増減率) 

 受注高 16,419 17,930 9.2%

 売上高 16,198 17,000 4.9% 

 営業利益 1,769 1,627 △8.0% 

 

真空応用事業を品目別に見ますと次のとおりであります。

 

（材料）

主に韓国などの顧客から液晶ディスプレイ用スパッタリングターゲットを受注し、前年同期を上回る受注高、売

上高を計上いたしました。

 

（その他）

マスクブランクス関連は、スマートフォン向け高精細中小型パネルや車載半導体需要の増加を受け、また、分析

機器関連は、アジア向けを中心に、それぞれ引き続き堅調に推移いたしました。

 

その結果、真空応用事業の受注高は179億30百万円、受注残高は68億60百万円、売上高は170億円となり、16億27

百万円の営業利益となりました。

 

  なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。
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（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

 前連結会計年度末に比べ、76億38百万円減少となりました。主な内容は、現金及び預金が111億69百万円減少し

たこと、有形固定資産が25億93百万円減少したこと、一方で、受取手形及び売掛金が64億66百万円増加したことな

どであります。

（負債）

 前連結会計年度末に比べ、89百万円増加となりました。主な内容は、支払手形及び買掛金が94億72百万円増加し

たこと、長期借入金が70億10百万円増加したこと、一方で、短期借入金が117億14百万円減少したこと、前受金が

31億32百万円減少したことなどであります。

（純資産）

 前連結会計年度末に比べ、77億26百万円減少となりました。主な内容は、資本剰余金が118億53百万円減少した

こと、その他の包括利益累計額が28億72百万円減少したこと、一方で、利益剰余金が73億７百万円増加したことな

どであります。

 

② キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 税金等調整前四半期純利益、減価償却費、仕入債務の増加などのプラス要因に対し、売上債権の増加、たな卸資

産の増加、前受金の減少などのマイナス要因により、98億55百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 有形及び無形固定資産の取得による支出などにより、26億82百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 自己株式の取得による支出、短期借入金の減少、配当金の支払、長期借入金の増加などにより、174億74百万円

の支出となりました。

 

 以上により、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、

111億42百万円減少し、505億28百万円となりました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年６月期の業績予想につきましては、最近の業績の動向等を踏まえ、平成27年11月11日に公表いたしまし

た平成28年６月期通期の連結業績予想を修正することといたしました。

当該予想の詳細に関しては、本日（平成28年２月12日）公表いたしました「通期連結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）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

① 棚卸資産の評価方法

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

 

（３）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 

（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２四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：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年６月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 62,684 51,516 

受取手形及び売掛金 56,684 63,150 

商品及び製品 3,551 3,902 

仕掛品 18,685 18,898 

原材料及び貯蔵品 9,897 9,683 

繰延税金資産 1,620 1,705 

その他 5,264 5,105 

貸倒引当金 △482 △542 

流動資産合計 157,903 153,417 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 37,623 35,842 

機械装置及び運搬具（純額） 15,494 13,591 

工具、器具及び備品（純額） 1,294 1,327 

土地 8,198 8,124 

リース資産（純額） 567 646 

建設仮勘定 2,487 3,540 

有形固定資産合計 65,662 63,070 

無形固定資産    

リース資産 166 137 

ソフトウエア 1,023 801 

その他 3,436 3,228 

無形固定資産合計 4,625 4,167 

投資その他の資産    

投資有価証券 4,718 4,579 

差入保証金 1,877 1,778 

繰延税金資産 1,766 1,671 

その他 6,896 7,137 

貸倒引当金 △1,100 △1,109 

投資その他の資産合計 14,156 14,056 

固定資産合計 84,444 81,293 

資産合計 242,348 234,710 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年６月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(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 33,816 43,288 

短期借入金 62,844 51,130 

リース債務 385 379 

未払法人税等 1,392 1,495 

前受金 14,492 11,361 

繰延税金負債 52 18 

賞与引当金 1,931 2,088 

役員賞与引当金 203 144 

製品保証引当金 2,059 1,764 

受注損失引当金 129 218 

その他 9,976 8,457 

流動負債合計 127,277 120,341 

固定負債    

長期借入金 19,805 26,814 

リース債務 557 578 

繰延税金負債 1,590 1,766 

退職給付に係る負債 6,715 6,541 

役員退職慰労引当金 394 288 

資産除去債務 333 335 

その他 747 844 

固定負債合計 30,142 37,167 

負債合計 157,420 157,508 

純資産の部    

株主資本    

資本金 20,873 20,873 

資本剰余金 16,435 4,582 

利益剰余金 34,609 41,916 

自己株式 △10 △10 

株主資本合計 71,908 67,361 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 718 614 

為替換算調整勘定 7,462 4,680 

退職給付に係る調整累計額 △718 △703 

その他の包括利益累計額合計 7,462 4,590 

非支配株主持分 5,559 5,250 

純資産合計 84,928 77,202 

負債純資産合計 242,348 234,710 
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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２四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年７月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年７月１日 
 至 平成27年12月31日) 

売上高 85,299 102,784 

売上原価 64,906 75,758 

売上総利益 20,394 27,026 

販売費及び一般管理費 15,409 16,241 

営業利益 4,985 10,785 

営業外収益    

受取利息 112 86 

受取配当金 211 136 

受取賃貸料 152 187 

持分法による投資利益 － 128 

その他 1,686 761 

営業外収益合計 2,160 1,298 

営業外費用    

支払利息 551 472 

持分法による投資損失 3 － 

その他 794 889 

営業外費用合計 1,349 1,361 

経常利益 5,796 10,721 

特別利益    

関係会社株式売却益 28 － 

固定資産売却益 313 58 

特別利益合計 341 58 

特別損失    

固定資産除却損 － 315 

特別損失合計 － 315 

税金等調整前四半期純利益 6,137 10,465 

法人税、住民税及び事業税 1,642 2,375 

法人税等調整額 38 76 

法人税等合計 1,680 2,451 

四半期純利益 4,458 8,014 

非支配株主に帰属する四半期純利益 264 213 

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,194 7,801 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年７月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年７月１日 
 至 平成27年12月31日) 

四半期純利益 4,458 8,014 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 66 △104 

為替換算調整勘定 5,469 △3,007 

退職給付に係る調整額 46 15 

持分法適用会社に対する持分相当額 10 △10 

その他の包括利益合計 5,592 △3,105 

四半期包括利益 10,049 4,909 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 9,352 4,929 

非支配株主に係る四半期包括利益 697 △20 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年７月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年７月１日 
 至 平成27年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 6,137 10,465 

減価償却費 3,843 3,629 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 101 

賞与引当金の増減額（△は減少） 218 217 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △67 △144 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △312 △106 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △22 △242 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 9 92 

受取利息及び受取配当金 △323 △222 

支払利息 551 472 

売上債権の増減額（△は増加） △6,294 △7,950 

たな卸資産の増減額（△は増加） 474 △1,501 

仕入債務の増減額（△は減少） 761 10,222 

前受金の増減額（△は減少） △654 △2,643 

未払消費税等の増減額（△は減少） 204 △127 

その他 1,847 △336 

小計 6,374 11,927 

利息及び配当金の受取額 340 221 

利息の支払額 △551 △474 

法人税等の支払額 △2,591 △1,819 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,571 9,855 

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 △922 △951 

定期預金の払戻による収入 989 907 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,651 △2,726 

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,107 309 

関係会社出資金の払込による支出 - △286 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
490 - 

その他 168 65 

投資活動によるキャッシュ・フロー △819 △2,682 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,042 △14,336 

長期借入れによる収入 5,525 13,610 

長期借入金の返済による支出 △5,600 △3,849 

配当金の支払額 △1,050 △490 

自己株式の取得による支出 △5,811 △11,854 

その他 △498 △555 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,391 △17,474 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,718 △841 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △921 △11,142 

現金及び現金同等物の期首残高 57,012 61,670 

現金及び現金同等物の四半期末残高 56,091 50,528 
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（４）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）

 当社は、平成27年５月14日開催の取締役会において、下記のとおり当社発行の残存するＡ種種類株式の

全部につき、当社定款第12条の２の規定に基づき金銭を対価とし取得すること及び当該取得を条件として

会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを決議し、平成27年７月３日付で当該取得及び消却を行っ

ております。これにより、当社発行の種類株式は全て消却を完了いたしました。

(1）取得・消却の理由

 当社は、平成24年９月に150億円のＡ種種類株式を発行し、事業構造改革を鋭意推進してまいりまし

た。この結果、連結純資産の増加、手元現預金の増加、有利子負債の減少等財務体質の相応の改善がは

かられ、平成26年11月に一部（元本50億円）を取得・消却いたしましたが、今般、残存するＡ種種類株

式の全部（元本100億円）につきましても取得・消却する目処がついたものと判断いたしました。今回

の取得・消却は、Ａ種種類株式に係る配当負担と償還係数の上昇による償還金額の増加を回避すること

につながるものであります。

(2）取得の内容

 取得先             ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業

                 有限責任組合

 取得株式の種類及び数      Ａ種種類株式 1,000株

 １株当たりの取得価額      11,853,333.333円

 取得価額の総額         11,853,333,333円

 （注）取得価額は、払込金額の115％の額に平成27年６月期の配当金相当額及び平成28年６月期における

日割による経過配当金相当額を加算したものであります。

(3）取得及び消却の日程 

 株主への通知日         平成27年５月14日

 取得日             平成27年７月３日

 消却日             平成27年７月３日

(4）消却後の発行済Ａ種種類株式数

 ①当初発行株式数        1,500株

 ②消却済株式数          500株

 ③今回消却株式数        1,000株

 ④消却後の発行済株式数       0株

(5）消却後の純資産への影響額

 減少するその他資本剰余金の額  11,853,333,333円
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額 

(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

  真空機器事業 真空応用事業 計 

売上高          

外部顧客への売上高 69,101 16,198 85,299 － 85,299 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

843 416 1,258 (1,258) － 

計 69,944 16,614 86,558 (1,258) 85,299 

セグメント利益 3,169 1,769 4,938 47 4,985 

（注）１．調整額は、セグメント間取引消去額であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

  該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

  該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

  該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額 

(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

  真空機器事業 真空応用事業 計 

売上高          

外部顧客への売上高 85,785 17,000 102,784 － 102,784 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

974 438 1,412 (1,412) － 

計 86,759 17,438 104,197 (1,412) 102,784 

セグメント利益 9,125 1,627 10,752 33 10,785 

（注）１．調整額は、セグメント間取引消去額であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

  該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

  該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

  該当事項はありません。

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

ａ．生産実績

 当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高（百万円）  前年同期比（％）

真空機器事業 90,643 126.1

真空応用事業 17,022 105.0

合計 107,665 122.2

 （注）１．金額は、販売価格をもって表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

ｂ．受注実績

 当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（百万円）
前年同期比
（％）

受注残高
（百万円）

前年同期比
（％）

真空機器事業 88,052 140.5 69,337 125.1

真空応用事業 17,930 109.2 6,860 82.7

合計 105,982 134.0 76,197 119.6

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

ｃ．販売実績

 当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％）

真空機器事業 85,785 124.1

真空応用事業 17,000 104.9

合計 102,784 120.5

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．真空機器事業の主な品目別販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。

品目
当第２四半期連結累計期間

販売高（百万円） 割合（％）

FPD及びPV製造装置 44,665 52.1

半導体及び電子部品製造装置 17,140 20.0

コンポーネント 12,662 14.8

一般産業用装置 11,319 13.2

計 85,785 100.0

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．真空応用事業の主な品目別販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。

品目
当第２四半期連結累計期間

販売高（百万円） 割合（％）

材料 8,336 49.0

その他 8,664 51.0

計 17,000 100.0

  （注）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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