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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１四半期連結
累計(会計)期間

第18期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第17期

会計期間
自平成20年９月１日
至平成20年11月30日

自平成21年９月１日
至平成21年11月30日

自平成20年９月１日
至平成21年８月31日

売上高（千円） 5,585,770 4,320,487 14,164,117

経常利益（千円） 1,549,026 959,238 2,623,526

四半期（当期）純利益（千円） 934,625 604,322 1,575,844

純資産額（千円） 6,815,052 8,001,914 7,462,225

総資産額（千円） 13,822,400 12,523,204 14,999,952

１株当たり純資産額（円） 777.75 449.42 851.61

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 106.66 34.36 179.84

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
100.67 32.54 169.72

自己資本比率（％） 49.3 63.9 49.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,062,451 △1,131,358 1,585,914

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△2,022,384 △36,680 △4,146,157

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△28,422 △47,416 △35,030

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
3,858,629 1,039,155 2,256,605

従業員数（人） 248 324 294

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、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。

３　平成21年8月31日現在の株主に対し平成21年9月1日付をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

実施しております。　
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２【事業の内容】

  当第１四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。また、主

要な関係会社における異動もありません。 

 

３【関係会社の状況】

　当第１四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11月30日現在　

従業員数（人） 324 　

　（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．従業員数は、当第１四半期連結会計期間中において30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11月30日現在　

従業員数（人） 306 　

　（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．従業員数は、当第１四半期会計期間中において30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１四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１四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

（千円）　

前年同四半期比

（％）

太陽電池製造装置事業 2,287,089 72.7

真空包装機事業 186,694 160.1

合計 2,473,783 75.9

（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１四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）

前年同四半期比　　
（％）

受注残高
（千円）　　　　

前年同四半期比
（％）

太陽電池製造装置事業 3,034,918 102.0 6,243,045 69.9

真空包装機事業 240,633 151.7 201,620 174.0

合計 3,275,551 104.5 6,444,666 71.2

（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１四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１四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）
（千円）　

前年同四半期比
（％）

太陽電池製造装置事業 4,234,386 77.0

真空包装機事業 86,101 99.6

合計 4,320,487 77.3

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．前第１四半期連結会計期間及び当第1四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

前第１四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

Ascent Solar Technologies,Inc.,－ － 913,639 21.1

First Solar,Inc. 2,367,782 42.4 685,420 15.9

（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【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　　

　　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四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。 

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策の効果により景気の持ち直しが期待されつ

つも、雇用不安等の先行き不透明感により個人消費が低調に推移し、企業の設備投資も依然として低迷しました。

　　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は、前連結会計年度末あた

りから技術力を有する大手太陽電池メーカーの業績の回復が見られるようになり、また、太陽電池システムの価格

下落により太陽電池プロジェクトの投資利回りが高くなってきていることや、南欧、東欧、アジア等の新たな地域に

おいて太陽電池設置支援政策が導入・発表されたこと等の影響で、太陽電池の普及はより一層の世界的な広がりを

見せてきております。それに伴い、当社グループの製造装置に対する引き合いも再び活発化しており、当第１四半期

連結会計期間においては、受注は緩やかな回復基調となりました。

　　一方、真空包装機事業におきましては、主力の食品業界市場が縮小傾向にあることから、真空技術を生かした真空断

熱パネル製造装置等の新たな需要を掘り起し、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１四半期連結会計期間の売上高は4,320,487千円（前年同期比77.3％）、営業利益は951,356千円

（同61.0％）、経常利益は959,238千円（同61.9％）、四半期純利益は604,322千円（同64.7％）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おいては、第２四半期連結会計期間で売上計上を予定していた大型案件の一部を、顧客の

早期納品要望に応え、当第１四半期連結会計期間に前倒しで売上計上した結果、売上高は4,234,386千円（前年同

期比77.0％）となり、営業利益は1,116,966千円（同64.6％）となりました。

 

②　真空包装機事業

　真空包装機事業においては、販売先の多様化を進めたものの、主力の食品業界の設備投資の低下の影響で、売上

高は86,101千円（前年同期比99.6％）となり、6,839千円の営業損失（前年同期は13,845千円の営業損失）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4,247,932千円（前年同期比76.9％）、北米が16,119千円（同52.5％）、欧州が

56,435千円（同176.4％）となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

　当第１四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)の四半期末残高は、前連結会計

年度末に比べ1,217,450千円減少し、1,039,155千円となりました。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

　営業活動により使用した資金は1,131,358千円（前年同期は、1,062,451千円の収入）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1,004,084千円計上及びたな卸資産の減少1,185,133千円があった一方で、前受

金の減少1,543,651千円、仕入債務の減少858,742千円及び法人税等の支払836,506千円があったことによるもの

であります。
 
②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動により使用した資金は36,680千円（前年同期は2,022,384千円の使用）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25,310千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47,416千円（前年同期は28,422千円の使用）となりました。これは主として配

当金の支払56,376千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１四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。
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　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

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11月30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25.01％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25.01％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
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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 
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(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　　

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。
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　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。

　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。
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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くだ

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ください。
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　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く

ださい。

（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。

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１四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、54,161千円であります。

　　なお、当第１四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１四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

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度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 54,400,000

計 54,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年１月14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 17,805,120 18,585,120
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数

100株　

計 17,805,120 18,585,120 － －

 

（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１四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

新株予約権の数（個） 　195　 （注）6

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） 　　　　　　　　　　　780,000（注）1、3、4、5

新株予約権の行使時の払込金額（円）    　 　　　　　　　　　　 32（注）2、3、4、5

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　32（注）3、4、5

資本組入額16（注）3、4、5

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。

調整後株式数 ＝調整前株式数 × 分割・併合の比率
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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．平成21年９月１日付で、1株を2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。

６．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。
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（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9月1日(注)１8,762,56017,525,120 － 2,158,002 － 2,080,416

 平成21年9月1日～

 平成21年11月30日(注)２ 
280,00017,805,1204,4802,162,4824,480 2,084,896

（注）１．株式分割（1：2）によるものであります。　

　　　２．新株予約権の行使による増加であります。　

　 

（５）【大株主の状況】

　平成21年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

橋本　徹 神奈川県横浜市都筑区 2,335,720 13.11

隣　良郎 東京都世田谷区 2,201,040 12.36

伊藤　雅文 埼玉県さいたま市浦和区 1,675,720 9.41

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社(信託口)
東京都港区浜松町二丁目１１番３号 1,008,300 5.66

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社(信託口)
東京都中央区晴海一丁目８番１１号 960,200 5.39

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 320,000 1.79

佐藤　寿 神奈川県横浜市都筑区 312,000 1.75

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口）　
東京都中央区晴海一丁目８番１２号　 296,500 1.66

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 288,000 1.61

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ

エイ ロンドン エス エル オムニバス 

アカウント（常任代理人　株式会社みず

ほコーポレート銀行決済営業部）　

東京都中央区月島四丁目１６番１３号

　
249,232 1.39

計 － 9,646,712 54.17

 （注）所有株式数の割合は自己株式（146株）を控除して計算しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年11月30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） 普通株式　　 　　 100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   17,798,200 177,982 －

単元未満株式 普通株式　 　　 6,820 － －

発行済株式総数 17,805,120 － －

総株主の議決権 － 177,982 －

（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式46株が含まれております。　

　

②【自己株式等】

 平成21年11月30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

（％）

株式会社エヌ・ピー・シー
東京都荒川区南千住

一丁目1番20号　
         100 －          100            0.00

計 －          100 －          100            0.00

　

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21年
９月

10月 11月

最高（円） 2,615 2,515 2,460

最低（円） 2,255 2,190 1,880

（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。

 

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。

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　

取締役

企画情報部長兼内部統制グループ長　

取締役

企画情報部長　
佐藤　寿　 　平成21年12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、前第１四半期連結累計期間（平成20年9月1日から平成20年11月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規

則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年9月1日から平成21年11月30日まで）及び当第１四半期連結累計期

間（平成21年9月1日から平成21年11月30日まで）は、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、前第１四半期連結累計期間（平成20年9月1日から平成20

年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年9月1日から平成21年11月

30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年9月1日から平成21年11月30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。
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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
(平成21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,139,155 5,376,557

受取手形及び売掛金 1,580,913 1,271,487

商品及び製品 105,764 93,531

仕掛品 2,499,806 3,681,741

原材料及び貯蔵品 131,946 147,657

繰延税金資産 159,917 187,839

その他 122,594 468,939

貸倒引当金 △10,335 △21,315

流動資産合計 8,729,763 11,206,439

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,943,937 1,939,514

減価償却累計額 △173,038 △150,471

建物及び構築物（純額） 1,770,898 1,789,042

土地 1,429,414 1,429,414

その他 419,014 408,087

減価償却累計額 △190,859 △173,970

その他（純額） 228,154 234,116

有形固定資産合計 3,428,468 3,452,573

無形固定資産 120,314 123,354

投資その他の資産

その他 245,367 218,287

貸倒引当金 △709 △702

投資その他の資産合計 244,657 217,584

固定資産合計 3,793,440 3,793,512

資産合計 12,523,204 14,999,952
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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
(平成21年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,612,335 3,471,853

未払法人税等 373,250 853,606

前受金 1,046,147 2,589,798

受注損失引当金 131,150 110,023

その他 345,971 499,433

流動負債合計 4,508,855 7,524,716

固定負債

繰延税金負債 12,434 13,011

固定負債合計 12,434 13,011

負債合計 4,521,289 7,537,727

純資産の部

株主資本

資本金 2,162,482 2,158,002

資本剰余金 2,084,896 2,080,416

利益剰余金 3,783,971 3,249,748

自己株式 △321 △321

株主資本合計 8,031,028 7,487,845

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 1,951 105

為替換算調整勘定 △31,065 △25,726

評価・換算差額等合計 △29,114 △25,620

純資産合計 8,001,914 7,462,225

負債純資産合計 12,523,204 14,999,952
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（２）【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　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 5,585,770 4,320,487

売上原価 3,589,243 2,853,099

売上総利益 1,996,526 1,467,388

販売費及び一般管理費 ※1
 436,196

※1
 516,031

営業利益 1,560,329 951,356

営業外収益

受取利息 3,153 4,302

受取配当金 2 －

為替差益 － 1,319

その他 1,211 3,607

営業外収益合計 4,366 9,229

営業外費用

支払利息 165 －

支払手数料 － 1,344

為替差損 14,084 －

その他 1,419 3

営業外費用合計 15,669 1,347

経常利益 1,549,026 959,238

特別利益

貸倒引当金戻入額 6,284 10,590

補助金収入 － 34,256

特別利益合計 6,284 44,846

税金等調整前四半期純利益 1,555,311 1,004,084

法人税、住民税及び事業税 632,543 373,709

法人税等調整額 △11,857 26,053

法人税等合計 620,685 399,762

四半期純利益 934,625 604,322
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30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 1,555,311 1,004,084

減価償却費 32,708 48,254

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,048 △10,929

受注損失引当金の増減額（△は減少） △4,898 21,127

受取利息及び受取配当金 △3,155 △4,302

支払利息 165 －

売上債権の増減額（△は増加） △376,729 △310,612

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,724,845 1,185,133

仕入債務の増減額（△は減少） △840,775 △858,742

前受金の増減額（△は減少） △451,475 △1,543,651

その他 △115,769 174,253

小計 1,518,178 △295,384

利息及び配当金の受取額 3,239 531

利息の支払額 △165 －

法人税等の支払額 △458,800 △836,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,062,451 △1,131,358

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 △1,603,012 －

定期預金の払戻による収入 83,745 19,951

有形固定資産の取得による支出 △466,798 △25,310

無形固定資産の取得による支出 △28,908 △4,212

その他 △7,410 △27,109

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,022,384 △36,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入 － 8,960

配当金の支払額 △28,422 △56,376

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,422 △47,416

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,287 △1,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,020,642 △1,217,450

現金及び現金同等物の期首残高 4,879,272 2,256,605

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,858,629

※1
 1,039,155
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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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１四半期連結会計期間（自　平成21年9月1日　至　平成21年11月30日）

　　　該当事項はありません。　

 

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30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１四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、簿価の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１四半期連結会計期間（自　平成21年９月1日　至　平成21年11月30日）

　該当事項はありません。

 

【追加情報】

　　　当第１四半期連結会計期間（自　平成21年9月1日　至　平成21年11月30日）

　　　該当事項はありません。　   
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　　該当事項はありません。

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30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 9,705千円

 役員報酬 23,354千円

 給料手当 117,499千円

 旅費交通費 61,654千円

 支払手数料 58,579千円

 減価償却費 7,545千円

 研究開発費 25,016千円

 

※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 55,728千円

 役員報酬 34,303千円

 給料手当 128,906千円

 旅費交通費 61,752千円

 支払手数料 28,643千円

 減価償却費 9,409千円

 研究開発費 54,161千円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30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20年11月30日現在）

 （千円）

 現金及び預金勘定  5,531,767

 預入期間が3ヶ月を超える定期預金  △2,373,137

 現金及び現金同等物  3,858,629

 

※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11月30日現在）

 （千円）

 現金及び預金勘定  4,139,155

 預入期間が3ヶ月を超える定期預金  △3,100,000

 現金及び現金同等物  1,039,155

 

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　

平成21年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　17,805,120株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　 　146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21年11月27日

定時株主総会
 普通株式 70,099  8 平成21年8月31日 平成21年11月30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】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30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 5,499,31986,4505,585,770 － 5,585,770

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 5,499,31986,4505,585,770 － 5,585,770

営業利益又は営業損失（△） 1,728,379△13,8451,714,533△154,2031,560,329

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30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 4,234,38686,1014,320,487 － 4,320,487

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 4,234,38686,1014,320,487 － 4,320,487

営業利益又は営業損失（△） 1,116,966△6,839 1,110,127△158,770 951,356

　（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
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30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 5,523,06430,707 31,9985,585,770 － 5,585,770

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
68,046 87,754 80,816236,618△236,618 －

計 5,591,111118,461112,8155,822,388△236,6185,585,770

営業利益 1,623,91364,790 10,1651,698,868△138,5391,560,329

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30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 4,247,93216,119 56,4354,320,487 － 4,320,487

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
52,552 83,725 14,087150,365△150,365 －

計 4,300,48599,844 70,5224,470,852△150,3654,320,487

営業利益又は営業損失（△） 1,065,33658,995△7,6191,116,712△165,355951,356

　（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】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30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） 797,9971,076,6853,579,7631,920 5,456,367

Ⅱ　連結売上高（千円） 　　　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－ 5,585,770

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
14.3 19.3 64.1 0.0 97.7

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30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） 195,2011,718,9262,088,262 910 4,003,300

Ⅱ　連結売上高（千円） 　　　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－ 4,320,487

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
4.5 39.8 48.3 0.0 92.7

　（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１四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）　

当第１四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１四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30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１四半期連結会計期間末
（平成21年11月30日）

前連結会計年度末
（平成21年８月31日）

１株当たり純資産額 449.42円 １株当たり純資産額 851.61円

　（注）当社は、平成21年9月1日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該株式分割が前連結会計年度の

開始の日に行われたと仮定した場合における前連結会計年度末の１株当たり純資産額は425.81円であります。

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 106.66円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
100.67円

１株当たり四半期純利益金額 34.36円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
32.54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。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 934,625 604,322

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） 934,625 604,322

期中平均株式数（株） 8,762,560 17,589,589

 　 　

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） 521,662 981,992

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

－ －

　（注）当社は、平成21年9月1日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該株式分割が前連結会計年度の

開始の日に行われたと仮定した場合における前第１四半期連結累計期間に係る１株当たり四半期純利益金額は

53.33円、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は50.33円であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

  

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間（平成21年９月1日　至　平成21年11月30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1月14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１四半期連結累計期間（平成20年９月１日から

平成20年11月30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20年11月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年1月14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 今井　靖容　　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21年９月１日から平成22年８月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年９月１日から

平成21年11月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30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11月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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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