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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第17期

第３四半期連結
累計期間

第17期
第３四半期連結
会計期間

第16期

会計期間
自平成20年９月１日
至平成21年５月31日

自平成21年３月１日
至平成21年５月31日

自平成19年９月１日
至平成20年８月31日

売上高（千円） 12,047,745 2,693,833 9,373,637

経常利益（千円） 2,806,020 583,649 1,431,132

四半期（当期）純利益（千円） 1,657,683 316,363 834,826

純資産額（千円） － 7,540,021 5,942,283

総資産額（千円） － 13,679,203 14,191,794

１株当たり純資産額（円） － 860.49 678.14

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
189.18 36.10 101.07

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
178.54 34.07 93.83

自己資本比率（％） － 55.1 41.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,334,851 － 2,039,809

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△3,633,697 － △1,481,693

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△34,979 － 3,164,980

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（千円）
－ 2,515,870 4,879,272

従業員数（人） － 273 218

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、

　　　　　　記載しておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

 

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年5月31日現在

従業員数（人） 273     

　（注）１．従業員数は就業人員でありますが、臨時雇用者数については全社員の10％未満であり、その重要性が低

　　　　　　いため記載を省略しております。

  　  　２．従業員は、当第３四半期連結会計期間中において15名増加しておりますが、これは業容拡大に伴う増員

　　　　　　によるものであります。

 

   (2）提出会社の状況

 平成21年5月31日現在

従業員数（人） 256     

　（注）１．従業員数は就業人員でありますが、臨時雇用者数については全社員の10％未満であり、その重要性が低

　　　　　　いため記載を省略しております。

     　 ２．従業員は、当第３四半期会計期間中において15名増加しておりますが、これは業容拡大に伴う増員によ

　　　　　　るものであります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

   (1）生産実績

       当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年５月31日)

太陽電池製造装置事業（千円） 3,621,766

真空包装機事業（千円） 117,672

合計（千円） 3,739,439

　（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。

 

   (2）受注状況

       当第３四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

太陽電池製造装置事業 2,094,388 7,322,880

真空包装機事業 67,294 47,088

合計 2,161,683 7,369,969

　（注）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

       当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

太陽電池製造装置事業（千円） 2,604,393

真空包装機事業（千円） 89,440

合計（千円） 2,693,833

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．当第３四半期連結会計期間における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

　　　　　　合は次のとおりであります。

  

相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

金額（千円） 割合（％）

NingBo Solar Electric Power Co.,Ltd.856,510 31.8

REC Modules Pte.Ltd. 418,002 15.5

　（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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２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

 （注）当第３四半期連結会計期間と前年同四半期では適用される会計基準が異なっておりますが、参考情報として　

 　　　”前年同期比”を記載しております。（「第５　経理の状況　１．四半期連結財務諸表の作成方法に

 　　　ついて」ご参照）

(1)業績の状況 

　当第３四半期連結会計期間の我が国経済は、平成20年秋の米国の金融危機に端を発した世界的な金融市場の混乱

や為替相場の変動が実体経済に悪影響を与え、企業の業績や設備投資が急速に悪化したことに加え、一層の個人消

費の落ち込みにより、景気後退が鮮明になりました。

　このような状況下、当社グループの主力事業である太陽電池製造装置事業におきましても、前連結会計年度と

比較して引合い数が若干弱含むなどの影響が出ております。しかしながら、技術力や実績のある太陽電池メーカ

ーは依然、堅調に推移していることから、景気後退による太陽電池の最終需要の落ち込みは一時的なものと予測

されます。さらに、各国における新エネルギーの電気の利用を促進する制度等を追い風に、太陽電池市場の普及

は地域的な広がりをみせてきております。これらのことより、地域的に時間差を伴うものの、製造装置市場は早けれ

ば今秋あたりから徐々に回復基調になるものと予想しております。

　当社では、上述のように市場が足踏み状態にある中で、市場が回復基調に転じる時に備え、生産能力の増強と生産

の効率化に取り組むとともに、更なる製造原価低減に鋭意努力することで、事業体質の改善及び強化を推進してお

ります。

　一方、真空包装機事業におきましては、前連結会計年度に引き続き、これまで主力であった食品業界が縮小してい

ることから産業部品・電子部品業界等へと販売先の多角化を図るとともに、顧客の要請に沿った技術・製品開発に

注力し、新分野への特殊真空包装機の販売を推進してきました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は2,693,833千円（前年同期比97.1％）、営業利益は567,827

千円（同100.4％）、経常利益は583,649千円（同102.5％）、四半期純利益は316,363千円（同99.9％）となりま

した。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

①太陽電池製造装置事業

　太陽電池製造装置事業における売上高は、当第３四半期連結会計期間において売上計上を予定していた案件の

一部を、顧客の早期納品要望に応え、第２四半期連結会計期間に前倒しで売上計上したことの影響もあり、

2,604,393千円（前年同期比99.1％）となりました。また、生産の効率化、製造要員の熟練化及び原材料コストの

削減努力等により、製造原価の大幅な改善が達成された結果、営業利益は、724,297千円（同107.4％）となりまし

た。

 

②真空包装機事業

　真空包装機事業における売上高は、世界的景気後退の影響で主力の食品業界以外への売上が低迷した結果、

89,440千円（前年同期比61.3％）となりました。また、売上低迷の影響により2,369千円の営業損失（前年同期

は、営業利益6,204千円）となりました。

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

　所在地別の売上高は、日本が2,627,794千円（前年同期比97.9％）、北米が34,460千円（同89.2％）、欧州が

31,578千円（同60.4％）となりました。

  

(2)キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、第２四半期連

結会計期間末に比べ540,081千円減少し、2,515,870千円となりました。主な要因は以下のとおりです。　　 

　

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動により得られた資金は230,186千円減少し、1,334,851千円となりました。これは主として、税金等調整

前四半期純利益を583,649千円計上した一方でたな卸資産の減少633,052千円、前受金の減少186,361千円による

ものであります。　 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー
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　投資活動により使用した資金は322,364千円増加し、3,633,697千円となりました。これは主として、有形固定資

産の取得による支出293,342千円があったことによるものであります。

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動により使用した資金は295千円増加し、34,979千円となりました。これは主として自己株式の取得によ

る支出226千円があったことによるものであります。

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。　

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社

法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は、次のとおりであります。

 

①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

  当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の

者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上

に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に

応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

  ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができ

ない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グ

ループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要

な情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必

要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

 

②基本方針の実現に資する取組みについて

  当社は、1992年設立以来真空技術の研鑽に努め、より良い真空包装機の開発と応用、及びその提供を通じて食品

業界のみならず様々な産業界へ貢献してきました。真空包装機の応用の一環として開発しました太陽電池製造用

真空ラミネーターは、太陽電池モジュール製造工程に不可欠であるラミネーション工程に必須の装置として、今

日の世界の太陽電池生産において重要な役割を果たしております。また、真空ラミネーターのみならず、当社がこ

の太陽電池モジュール工程において供給しております、セルテスター、セル自動配線装置、モジュールテスター

（以上「主要4装置」といいます。）、及びその他周辺装置、並びにこれらの装置を含む一貫ラインは、現在の太陽

電池の量産化やコストダウンの実現という役割を果たしてきました。また、当社がそのような役割を果たせたこ

とにより、今日の当社の事業基盤を確立することができました。

　当社は、「真空技術と環境問題への係わり」という企業方針に則り、地球環境保護に努め、環境にやさしい企業

活動を行うことを環境方針としている一方、より生産性の高い装置を、世界中の太陽電池モジュール製造会社に

供給することにより、クリーンエネルギーの代表とも言える太陽電池の適正な世界的普及の役割の一端を担って

きました。また、その役割を果たし続けることが、当社の使命であり存在価値であり、当社の成長の源泉であり、ひ

いては企業価値の向上につながるものと考えております。

　しかしながら、近時の資本市場における大規模買付行為の中には、買付目的や買付後の経営戦略などについて、

株主の皆様に対する十分な情報開示がなされないまま買付行為が行われたり、不適切な大量買付により、当社の

企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が生じ得る状況となっております。とりわけ、太陽電池の普及は

世界的にまだ緒に就いたばかりであり、今後、長期的に、世界的に、太陽電池市場の適正な成長を支えていく必要

がある中、たとえば、特定の企業グループのみに装置を供給することになれば、太陽電池の適正な世界的普及を阻

害することになる可能性も否定できず、それが当社の成長を抑止する要因となり、当社の企業価値を下げ、当社の

株主共同の利益が毀損される可能性が生じることになります。

　こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付が行われた場合に、株主の皆様から負託さ

れた者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報を確保すること、株券等の大規模買付提案者との交

渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するため

の枠組みが必要不可欠であると判断しました。

　これらの経営方針のもと、当社の持つ経営資源を有効に活用するとともに、様々なステークホルダーとの良好な

関係を維持し、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上に取り組んでまいります。

　当社は、平成19年10月12日開催の取締役会において、会社支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為

に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を決議し、平成19年11月29日開催の第15期定

時株主総会において、ご承認いただいております。

　

③本プラン導入の目的

　当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が順守すべきルールを明確にし、株主の皆様が
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適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会

を確保するために、本プランを導入いたしました。

　本プランは、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が順守すべきルールを策定するとと

もに、条件を満たす場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生

する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に資さない当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委

員会規定に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護

士、公認会計士もしくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者の

みから構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を最大限尊重するとともに、株主の皆

様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

平成21年2月28日現在においては、当社役員によって当社の発行済株式の37.15％が保有されております(平成

19年8月31日現在においては47.21％）。

　ただし、世間一般で敵対的な買収に関する認識が高まり、それに対する防衛的観点からの取組みが進む中で、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある買収提案に対して、全くの無防備では企業価値向上

の観点から好ましくないと考えられます。例えば、企業価値の低下を招く買収者が議決権の3分の１以上を保有す

ることで、重要事項に関する拒否権が発生します。本プランは、20％以上を保有しようとする買収者を対象とする

ものであり、当社役員による持株比率が37.15％だとしても、本プランの必要性はあるものと認識しております。

また、当社は公開会社となったことから、株主の皆様の自由な意思に基づく取引等により当社株式等が転々譲渡

されることは勿論のこと、現時点の当社の大株主の中には個人株主が含まれ、その各々の事情に基づき今後当社

の株式等を譲渡その他の処分をしていく可能性は否定できません。このことは同族ではない当社の役員にも当て

はまることです。さらに、当社の事業領域である太陽光発電市場は、非常に高い成長率で拡大しており、同市場に

製造装置を供給しております当社の生産能力もその成長に遅れをとらずに引上げていく必要があります。

　そのため、今後予想以上の市場拡大が見られた場合にはさらなる設備投資の必要性が出てくる可能性がありま

す。その際、株式市場からの資金調達を選択すれば当社役員の持株比率は希釈されることになります。

これらの事由に鑑みると、当社の発行する株式の流動性がさらに増し、今後当社及び当社の企業価値・株主共

同の利益に反する株式等の大規模な買付がなされる可能性が存するということができます。

なお、当社は現時点において当社株券等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。

　

④本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み）

　 1)本プランに係る手続

　　Ⅰ対象となる大規模買付等

　　　本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社　

　　取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場

　　合を適用対象とします。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）

　　は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。

　(ⅰ)当社が発行者である株券等(注1)について、保有者(注2)の株券等保有割合(注3)が20％以上となる買付け

　(ⅱ)当社が発行者である株券等(注4)について、公開買付け(注5)に係る株券等の株券等所有割合(注6)及びそ

　　　の特別関係者(注7)の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

　　Ⅱ「意向表明書」の当社への事前提出

　　　買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規

　　模買付等に際して本プランに定める手続を順守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」

　　といいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。 

　　　具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

　(ⅰ)買付者等の概要 

　　　(イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地

　　　(ロ) 代表者の役職氏名

　　　(ハ) 会社等の目的及び事業の内容

　　　(ニ) 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要

　　　(ホ) 国内連絡先

　　　(ヘ) 設立準拠法

　(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の

　　　株券等の取引状況

　(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株券等

　　　の種類及び数、並びに大規模買付等の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、

　　　大規模買付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等(注8)その他の目的がある場
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　　　合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含

　　　みます。）

　　Ⅲ「本必要情報」の提供

　　　上記Ⅱの「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、

　　当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情

　　報」といいます。）を提供していただきます。

　　　まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(注9)(初日不

　　算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記Ⅱ(ⅰ)(ホ)の国内連絡先

　　に発送いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していた

　　だきます。

　　　また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及

　　び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社

　　取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供して

　　いただきます。

　　　なお、大規模買付等の内容及び態様等にもかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情　

　　報リスト」の一部に含まれるものとします。

　(ⅰ)買付者等及びそのグループ（共同保有者(注10) 、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の

　　  構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職

      歴等を含みます。）

　(ⅱ)大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細、方法及び内容（経営参

      画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、

　　　買付予定の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、大規模買付等の方法の適法性を　　

　　　含みます。)) 

　(ⅲ)大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付等

　　　に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した

　　　場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含

　　　みます。） 

　(ⅳ)大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法及

　　　び関連する取引の内容を含みます。） 

　(ⅴ)大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び

　　　当該第三者の概要 

　(ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重

　　　要な契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相

　　　手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容 

　(ⅶ)買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者と

　　　の間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となってい

　　　る株券等の数量等の当該合意の具体的内容 

　(ⅷ)大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

　(ⅸ)大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る

　　　利害関係者の処遇等の方針 

　(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

　　なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提供がなされた事実とその概要及び本必要情報の

　概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断

　する時点で開示いたします。

　　また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨

　を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いた

　します。

　　Ⅳ取締役会評価期間の設定等

　　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)

  又は(ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案

  立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

　(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする公開買付けの場合には60日間

　(ⅱ)その他の大規模買付等の場合には90日間

　　　ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長で

　きるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知する

　とともに株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

　　　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買
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　　付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上

　　の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これら

　　の検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通

　　知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で

　　大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を　

　　提示することもあります。

　　　当社取締役会は、買付者等が上記に規定する手続を順守しなかった場合、又は買付者等による大規模買

　　付等が専ら買付者等の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値・株主共同の利益を

　　損なう可能性がある場合には、対抗措置の発動の是非について、下記Ⅴに記載のとおり、独立委員会に対

　　して諮問を行うものとします。

　　Ⅴ対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

　　　独立委員会は、買付者等が出現した場合において、当社取締役会から対抗措置の発動の是非に関する諮

　　問があった場合には、以下の手続に従い、取締役会評価期間内に、当社取締役会に対して対抗措置の発動

　　の是非に関する勧告を行うものとします。独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益の確

　　保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行

　　を行う経営陣から独立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、

　　弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。なお、

　　独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告又は決議をした場合には、当社取締

　　役会は、当該勧告又は決議の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やか　

　　に情報開示いたします。

　(ⅰ)独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合

　　独立委員会は、買付者等が上記ⅡからⅣまでに規定する手続を順守しなかった場合、又は買付者等によ

　る大規模買付等が専ら買付者等の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値・株主共

　同の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧

　告します。なお、上記に類似する場合にも、原則として当該大規模買付等は当社の企業価値・株主共同の

　利益を著しく損なうものであると認められる場合に該当するものとします。

　(ⅱ)独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

　　(ⅰ)に定める場合を除き、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

　　Ⅵ取締役会の決議

　　当社取締役会は、独立委員会に対して諮問を行った場合には、Ⅴに定める独立委員会の勧告を最大限尊

　重し、かかる勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗

　措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。

　　また、独立委員会に対して諮問を行わない場合には、速やかに対抗措置の不発動の決議を行うものとし

　ます。

　　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを

　問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行いま

　す。

　　買付者等は、当該決議が終了するまでは、大規模買付等を開始することはできないものとします。

　　Ⅶ対抗措置の中止又は発動の停止

　　当社取締役会が上記Ⅵの手続に従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等

　が大規模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変

　動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持

　することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき　

　又は勧告の有無もしくは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。　

　　当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断

　する事項について、情報開示を行います。

　

　

　 2)本プランにおける対抗措置の具体的内容

　 当社取締役会が上記1)Ⅵに記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権(以

 下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当

 社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断された場合には当該その他の対抗措置

 が用いられることもあります。

   本新株予約権の無償割当ての概要は、「新株予約権無償割当ての概要（当社ウェブサイトに掲載）」に記

 載のとおりといたします。

   当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記1)Ⅶに記載のとおり、対抗措

 置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権
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 の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記1)Ⅶに記載

 の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日まで

 においては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権

 の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発

 動を停止することができるものとします。

　

   3)本プランの有効期間、廃止及び変更

   本プランの有効期間は、平成19年11月29日開催の第15期定時株主総会においてご承認いただいたとおり、

 平成22年11月開催予定の定時株主総会終結の時までとなっております。

   ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議が

 なされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社

 の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本

 プランはその時点で廃止されるものとします。

   なお、当社取締役会は、本プランに反しない範囲、又は会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは

 金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要

 と認められる範囲で独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。

   当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合には）変更

 内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

　

⑤本プランの合理性

　 1)買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること

　 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

 は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

 則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。

　

　 2)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　 本プランは、上記③に記載のとおり、当社株券等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付

 等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な

 情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の

 企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されたものです。

　

　 3)株主意思を重視するものであること

   当社は、平成19年11月29日開催の第15期定時株主総会において本プランのご承認をいただいており、その

 有効期間は平成22年11月開催予定の定時株主総会終結の時までとなっておりますが、その後の当社株主総会

 において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止され

 ることになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組

 みとなっています。

　

　 4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　　 当社は、本プランの導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含

 む本プランの運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置してお

 ります。

   独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外

 の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）から選任された委

 員3名により構成されております。

   また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行うこととし、当社

 の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

　

   5)合理的な客観的発動要件の設定

   本プランは、上記④1)Ⅴ及びⅥに記載のとおり、合理的に客観的な発動要件が充足されなければ発動され

 ないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

　

   6)デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

   上記④3)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によ

 り、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛

 策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

   また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成の交代を一
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 度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

⑥株主の皆様への影響

   1)本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

   本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入時に株主

 及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えること

 はありません。

   なお、前述の④1)Ⅵ及びⅦに記載のとおり、買付者等が本プランを順守するか否かにより当該買付行為に

 対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注

 意下さい。

　

   2)本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響

   当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て

 期日における株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株に

 つき本新株予約権2個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み

 上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済

 的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式1株当

 たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経

 済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

   ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何

 らかの影響が生じる場合があります。

   なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記④1)Ⅶに記載の手

 続等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に

 相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後

 において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、

 株主及び投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当

 社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変

 動により損害を被る可能性がある点にご留意下さい。

   また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、買

 付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外

 の株主及び投資者の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与え

 ることは想定しておりません。

　

   3)本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続

　　Ⅰ名義書換の手続

　　当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役会において割当て期日

　を定め、これを公告します。割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された

　株主の皆様に新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様におかれましては、公告された割当

　て期日までに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります。なお、証券保管振替機構に対する預

　託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。

　　Ⅱその他の手続

　　なお、割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様は、当該

　新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続は不要で

　す。

　　また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく（その際

　には一定の金銭の払込みを行っていただきます。）必要が生じる可能性があります。

　　以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の

　無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続の詳細に関して、適用ある法令

　及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容　　

　をご確認下さい。

（注） 1.　金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。な

         お、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定

         を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が

         別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各

         条項に読み替えられるものとします。

　　　 2.  金融商品取引法第27条の23第1項に定義される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる

         者を含みます。
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　　　 3.  金融商品取引法第27条の23第4項に定義されます。以下同じとします。

　　　 4.  金融商品取引法第27条の2第１項に定義されます。以下(ⅱ)において同じとします。

　　　 5.  金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。以下同じとします。

　　　 6.  金融商品取引法第27条の2第8項に定義されます。以下同じとします。

　　　 7.  金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる

         者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定め

         る者を除きます。以下同じとします。　

　　　 8.  金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、及び株券等の大量保

         有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めが

         ない限り同じとします。

　　　 9.  営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下

         同じとします。

　　　10.  金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者と

         みなされる者を含みます。以下同じとします。

 

(4)研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、42,735千円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1)主要な設備の状況

 　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

  

(2)設備の新設、除却等の計画

 　設備計画のうち、当第３四半期連結会計期間に完成したもの及びその完成年月は次のとおりであります。

事業の種類別

セグメントの名称 
設備の内容

当第３四半期連結会計期間に

完成したもの（千円）
完成年月

　太陽電池製造装置

　事業 
 松山第三工場Ｂ棟他  505,300平成21年3月

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等に　　　

　　　　　　ついて、重要な変更はありません。

            また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 27,200,000

計 27,200,000

 

②【発行済株式】

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数（株）

（平成21年５月31日）

提出日現在発行数（株）

（平成21年７月15日）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 8,762,560 8,762,560
東京証券取引所

（マザーズ）
単元株式数100株

計 8,762,560 8,762,560 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　（平成17年7月19日開催の臨時株主総会決議に基づく発行）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 　265　 （注）5

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 530,000（注）1、3、4

新株予約権の行使時の払込金額（円）     63（注）2、3、4

新株予約権の行使期間
平成19年7月20日から

平成23年7月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　63（注）3、4

資本組入額32（注）3、4

新株予約権の行使の条件

① 対象者は、権利行使時において、当社又は子会社の取

   締役又は従業員であることを要する。

② 対象者の相続人は本新株予約権を行使することができ

   ない。

③ 各新株予約権の一部を行使することができない。

④ その他の条件については、当社と対象者との間で締結

   する新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　  （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。

　　　　　　ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数

　　　　　　について行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
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調整後株式数 ＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　　　２．新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

　　　　　　調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

        　　また、新株予約権発行日以降に、当社が時価（ただし、当社の株式の公開前においては、時価をその時

　　　　　　点における調整前行使価額に読み替えるものとします。）を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処

　　　　　　分を行う場合（新株予約権の行使によるものを除く。）は、次の算式により行使価額を調整するものと

　　　　　　し、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとします。

        　　なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を

　　　　　　控除した数をいうものとします。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数又は処分自己

株式数
×
１株当たり払込金額又は処分

金額

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数

　　　　３．平成18年11月29日付で、1株を500株とする株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的とな

　　　　　　る株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

　　　　　　行価格及び資本組入額が調整されております。

　　　　４．平成19年9月1日付で、1株を4株とする株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株　　

　　　　　　式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

　　　　　　格及び資本組入額が調整されております。

　　　　５．退職により権利を失効した付与対象者及び権利を行使した付与対象者の個数は控除しております。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金残高
（千円）

平成21年３月１日～

平成21年５月31日 
－ 8,762,560 － 2,158,002 － 2,080,416

 

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 
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（６）【議決権の状況】

         当第３四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

         載することができないことから、直前の基準日（平成21年2月28日）に基づく株主名簿により記載しており

         ます。 

     ①【発行済株式】

 平成21年5月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   8,757,500 87,575 －

単元未満株式 普通株式    　 5,060 － －

発行済株式総数 8,762,560 － －

総株主の議決権 － 87,575 －

　（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式23株が含まれております。

 

     ②【自己株式等】

 平成21年5月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合　　　

（％）

－ －  － 　－  －  －

計 －  － 　－  －  －

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
9月

10月 11月 12月
平成21年
1月

2月 3月 4月 5月

最高（円) 5,390 4,860 3,970 4,600 5,350 4,680 4,880 4,800 4,740

最低（円) 4,350 2,500 2,990 3,190 4,150 3,930 4,000 4,150 4,350

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

 

（１）退任役員 

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役  － 須藤　義正 平成21年4月25日

 

（２）役職の異動 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役

内部監査室長

専務取締役

全社統括補佐兼内部監査室長
橋本　徹 平成21年7月1日

取締役

管理本部長兼松山管理部長 

取締役

管理本部長兼経理部長 
廣澤　一夫 平成21年7月1日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

    当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

  府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

    なお、当第３四半期連結会計期間（平成21年3月1日から平成21年5月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間

 （平成20年9月1日から平成21年5月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

  の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条第1項第5号ただし書きにより、改正後の

  四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成21年3月1日から平成

  21年5月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年9月1日から平成21年5月31日まで）に係る四半期連結

  財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

  

EDINET提出書類

株式会社エヌ・ピー・シー(E01734)

四半期報告書

18/33



１【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
(平成21年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,146,411 5,033,142

受取手形及び売掛金 1,382,083 1,349,714

商品及び製品 98,179 138,499

仕掛品 2,616,594 4,162,118

原材料及び貯蔵品 140,184 70,960

繰延税金資産 118,704 80,446

その他 364,060 505,162

貸倒引当金 △6,685 △5,389

流動資産合計 9,859,532 11,334,653

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,937,894 1,064,587

減価償却累計額 △125,638 △74,766

建物及び構築物（純額） ※1
 1,812,255

※1
 989,821

土地 ※1
 1,429,414

※1
 1,429,414

その他 395,240 275,008

減価償却累計額 △158,144 △116,362

その他（純額） 237,096 158,646

有形固定資産合計 3,478,766 2,577,882

無形固定資産 125,511 86,051

投資その他の資産

繰延税金資産 1,741 4,548

その他 258,598 246,858

貸倒引当金 △44,947 △58,199

投資その他の資産合計 215,392 193,207

固定資産合計 3,819,670 2,857,140

資産合計 13,679,203 14,191,794
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,226,145 4,203,487

未払法人税等 917,486 470,606

前受金 1,670,306 3,149,343

受注損失引当金 32,656 8,301

その他 291,145 416,418

流動負債合計 6,137,738 8,248,156

固定負債

繰延税金負債 1,443 1,353

固定負債合計 1,443 1,353

負債合計 6,139,182 8,249,510

純資産の部

株主資本

資本金 2,158,002 2,158,002

資本剰余金 2,080,416 2,080,416

利益剰余金 3,331,587 1,708,954

自己株式 △321 －

株主資本合計 7,569,685 5,947,373

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △2,140 △10,030

為替換算調整勘定 △27,523 4,940

評価・換算差額等合計 △29,663 △5,089

純資産合計 7,540,021 5,942,283

負債純資産合計 13,679,203 14,191,794
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（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）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年５月31日)

売上高 12,047,745

売上原価 7,835,329

売上総利益 4,212,415

販売費及び一般管理費 ※1
 1,411,885

営業利益 2,800,530

営業外収益

受取利息 13,911

受取配当金 2

その他 12,895

営業外収益合計 26,808

営業外費用

支払利息 171

支払手数料 9,385

為替差損 11,586

その他 175

営業外費用合計 21,319

経常利益 2,806,020

特別利益

貸倒引当金戻入額 10,389

特別利益合計 10,389

税金等調整前四半期純利益 2,816,410

法人税、住民税及び事業税 1,199,371

法人税等調整額 △40,644

法人税等合計 1,158,726

四半期純利益 1,657,683
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

売上高 2,693,833

売上原価 1,672,285

売上総利益 1,021,547

販売費及び一般管理費 ※1
 453,720

営業利益 567,827

営業外収益

受取利息 4,748

為替差益 10,656

その他 1,887

営業外収益合計 17,292

営業外費用

支払利息 19

支払手数料 1,334

その他 116

営業外費用合計 1,470

経常利益 583,649

税金等調整前四半期純利益 583,649

法人税、住民税及び事業税 243,463

法人税等調整額 23,823

法人税等合計 267,286

四半期純利益 316,363
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年５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 2,816,410

減価償却費 116,766

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,503

受注損失引当金の増減額（△は減少） 24,354

受取利息及び受取配当金 △13,913

支払利息 171

売上債権の増減額（△は増加） △52,011

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,506,963

仕入債務の増減額（△は減少） △972,944

前受金の増減額（△は減少） △1,477,851

その他 136,067

小計 2,077,509

利息及び配当金の受取額 10,821

利息の支払額 △171

法人税等の支払額 △753,308

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,334,851

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 △2,603,012

定期預金の払戻による収入 126,342

有形固定資産の取得による支出 △1,072,095

無形固定資産の取得による支出 △60,255

その他 △24,677

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,633,697

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 △321

配当金の支払額 △34,657

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,979

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,363,401

現金及び現金同等物の期首残高 4,879,272

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,515,870
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【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】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年５月31日）

会計処理基準に関する事項の

変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

　たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、原材料については月次総平均

　法による原価法、製品、仕掛品及び貯蔵品については個別法による原価法によって

　おりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」　

　（企業会計基準第9号　平成18年7月5日)が適用されたことに伴い、原材料について

　は月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

　価切下げの方法）に、製品、仕掛品及び貯蔵品については個別法による原価法（貸

　借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定して

　おります。

　　これにより損益に与える影響はありません。

　　また、セグメント情報に与える影響はありません。

　　なお、受注契約に基づく仕掛品につきましては、受注損失引当金により対応して

　おります。

  

 (2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

　　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

　理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年5月17日）を適用し、連

　結決算上必要な修正を行っております。

　　これにより損益に与える影響はありません。

 

 

EDINET提出書類

株式会社エヌ・ピー・シー(E01734)

四半期報告書

24/33



【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年５月31日）

１．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固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費

 を期間按分して算定する方法によっております。

 

２．一般債権の貸倒見積高の算定方

法

   当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定した

 ものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等

 を使用して貸倒見積高を算定しております。

 

３．たな卸資産の評価方法    たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて

 のみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

 

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成21年５月31日）

該当事項はありません。

 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
至　平成21年５月31日)

 有形固定資産の耐用年数の変更

 　当社の機械装置について、平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機に見直しを行い、第１四

 半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。

   この結果、機械及び装置の耐用年数は従来の10年～12年から8年～12年となりました。 

   なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年５月31日）

前連結会計年度末
（平成20年8月31日）

※１ 担保資産

  前連結会計年度末で担保に提供していた資産は第

２四半期連結累計期間に担保設定を解除したため、

該当事項はありません。

 

※１ 担保資産

  担保に提供している資産は次のとおりであります。

 建物及び構築物 71,352千円

 土地 165,621千円

 　計 236,974千円

上記資産により担保されている債務はありませんが、

銀行取引に係わる根抵当権が設定されております。

  

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　　 次のとおりであります。

 販売手数料 85,129千円

 役員報酬 92,028千円

 給料手当 366,980千円

 旅費交通費 177,229千円

 支払手数料 169,840千円

 減価償却費 25,432千円

 研究開発費 92,444千円

 

 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

    次のとおりであります。

 販売手数料 9,318千円

 役員報酬 34,557千円

 給料手当 125,929千円

 旅費交通費 62,889千円

 支払手数料 39,412千円

 減価償却費 9,980千円

 研究開発費 42,735千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年５月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

    貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 （平成21年５月31日現在）

 （千円）

 現金及び預金勘定  5,146,411

 預入期間が3ヶ月を超える定期預金  △2,630,540

 現金及び現金同等物  2,515,870

 

 

（株主資本等関係）

  当第３四半期連結会計期間末（平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　

至　平成21年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　8,762,560株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　 　73株

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　　配当金支払額 

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

 平成20年11月27日

定時株主総会
普通株式 35,050 4 平成20年8月31日平成20年11月28日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

 

太陽電池製造

 装置事業

（千円）

真空包装機

  事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,604,39389,4402,693,833 － 2,693,833

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 2,604,39389,4402,693,833 － 2,693,833

営業利益又は営業損失（△） 724,297 △2,369 721,928△154,101 567,827

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成21年５月31日）

 
太陽電池製造
 装置事業
（千円）

真空包装機
  事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 11,689,382358,36312,047,745 － 12,047,745

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 11,689,382358,36312,047,745 － 12,047,745

営業利益 3,291,366 8,392 3,299,758△499,2272,800,530

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業区分は、事業内容を勘案して次のとおり区分しております。

　　　　　　(1）太陽電池製造装置事業－－－－－太陽電池製造装置の開発製造及び販売に関する事業

　　　　　　(2）真空包装機事業－－－－－真空包装機の開発製造及び販売に関する事業

　　　　２．各区分に属する主要な製品

　　　　　　(1）太陽電池製造装置事業の主要製品

　　　　　　　　セルテスター、セル自動配線装置、真空ラミネーター、モジュールテスター、

　　　　　　　　薄膜モジュール製造ライン等

　　　　　　(2）真空包装機事業の主要製品

　　　　　　　　小型卓上式真空包装機、テーブル式真空包装機、連続自動式真空包装機等

 

EDINET提出書類

株式会社エヌ・ピー・シー(E01734)

四半期報告書

28/33



【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,627,79434,460 31,5782,693,833 － 2,693,833

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
41,309 25,423 57,639124,372△124,372 －

計 2,669,10459,884 89,2172,818,205△124,3722,693,833

営業利益又は営業損失（△） 730,760△6,305 11,135735,589△167,762567,827

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成21年５月31日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 11,847,820107,52892,39612,047,745 － 12,047,745

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
171,823149,282183,629504,735△504,735 －

計 12,019,644256,810276,02512,552,480△504,73512,047,745

営業利益 3,180,20082,497 42,3213,305,019△504,4882,800,530

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．本邦以外の区分に属する国又は地域

　　　　　　北米：米国

　　　　　　欧州：ドイツ
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

 欧州・アフリカ アジア 北中南米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 393,3881,726,728352,757 － 2,472,875

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 2,693,833

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
14.6 64.1 13.1 － 91.8

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成21年５月31日）

 欧州・アフリカ アジア 北中南米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,082,3283,971,5635,400,5724,76411,459,228

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 12,047,745

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
17.3 33.0 44.8 0.0 95.1

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．各区分に属する国又は地域

　　　　　(1）欧州・アフリカ：ドイツ、フランス、スペイン、チェコ、ハンガリー、オランダ、南アフリカ等

　　　　　(2）アジア：中国、韓国、台湾、タイ、インド、フィリピン等

　　　　　(3）北中南米：米国、メキシコ等

　　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年５月31日）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年５月31日）　

当第３四半期連結会計期間末において、為替予約取引を行なっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますの

で注記は省略しております。

  

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年５月31日）

前連結会計年度末
（平成20年８月31日）

１株当たり純資産額 860.49円 １株当たり純資産額 678.14円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 189.18円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
178.54円

１株当たり四半期純利益金額 36.10円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
34.07円

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

　　　　おりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 1,657,683 316,363

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 1,657,683 316,363

期中平均株式数（株） 8,762,549 8,762,529

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 522,085 522,449

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があ

ったものの概要

    －     －

 

（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日） 

該当事項はありません。

  

（リース取引関係）

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成21年５月31日） 

著しい変動が認められないため、記載しておりません。

 

２【その他】

  該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年7月15日

株式会社エヌ・ピー・シー

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 舩山　卓三　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢田堀浩明　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山川　幸康　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エヌ・ピー・

シーの平成20年９月1日から平成21年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年３月１日から平

成21年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年５月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エヌ・ピー・シー及び連結子会社の平成21年５月31日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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