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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　： 有

　　 連結会社の個別財務諸表上の税金費用については、当年度の見積実効税率を用いて計算しております。

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無： 無

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　： 無

２．平成１８年３月期第３四半期業績の概況（平成１７年４月１日～平成１７年１２月３１日）
(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (記載金額は、表示単位未満切捨）

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期第３四半期 （ ） （ ） （ ）
17年３月期第３四半期 （ ） （ ） （ ）

(参考)17年３月期

四半期(当期)純利益 １株当たり
四半期(当期)純利益

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年３月期第３四半期 （ ）
17年３月期第３四半期 （ ）

(参考)17年３月期

(注)　1．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

　　　2．平成17年３月期第３四半期は、四半期連結財務諸表開示初年度であったため、対前年同四半期増減率の記載は

 　　　　ありません。

    　3．平成18年３月期第３四半期においては四半期純損失を計上しており、平成17年３月期第３四半期および平成17

 　　　　年３月期は希薄化効果を有している潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は

 　　　　記載しておりません。

    　4．期中平均株式数(連結)　18年３月期第３四半期 　5,089,886株　   17年３月期第３四半期 　5,092,910株 

    　　　　　　　　　　　　　 17年３月期    　       5,091,826株

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期におけるわが国経済は、設備投資の増加、企業収益の改善、個人消費の持ち直しなどにより、

緩やかながら回復基調が続いております。一方、海外に目をむけますと、米国、アジアは引き続き景気拡大

が続くとともに、欧州の景気も調整局面をようやく脱しつつあります。

　このような状況のなか、当社グループの第３四半期の業績は、アジアの連結子会社による半導体製造装置

の販売は堅調に推移いたしましたが、電子部品・計測器分野および理化学機器分野の販売が当初見込みを下

回ったことや第３四半期に予定していました「プラズマＣＶＤダイヤモンド成膜装置」の売上が第４四半期

にずれ込んだことなどにより、売上高4,631百万円（前年同期比37.3％減）、営業損失88百万円（前年同期

は営業利益335百万円）、経常損失84百万円（前年同期は経常利益254百万円）、当期純損失131百万円（前

年同期は当期純利益331百万円)となりました。
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(2) 財政状態(連結)の変動状況
総　資　産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期第３四半期

17年３月期第３四半期

(参考)17年３月期

(注)　期末発行済株式数(連結)　18年３月期第３四半期 　5,087,953株　   17年３月期第３四半期 　5,089,473株 

　                            17年３月期    　       5,090,953株

(3) 連結キャッシュ･フローの状況
営業活動による

キャッシュ･フロー
投資活動による

キャッシュ･フロー
財務活動による

キャッシュ･フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期第３四半期

17年３月期第３四半期

(参考)17年３月期

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

　当第３四半期の財政状態は以下のとおりであります。

　総資産は前連結会計年度末に比べ53百万円増加（前連結会計年度末比0.7％増）の7,878百万円となりま

した。流動資産は6,197百万円（同6.5％減）、固定資産は1,680百万円（同40.8％増）となりました。

　総負債は前連結会計年度末に比べ174百万円増加（同比3.4％増）の5,373百万円となりました。流動負債

は3,018百万円（同4.8％減）、固定負債は2,355百万円（同16.1％増）となりました。

　株主資本につきましては、2,504百万円（前連結会計年度末は2,625百万円）となりました。株主資本比

率は31.8％（前連結会計年度末33.6％）となりました。

　当第３四半期におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

　当第３四半期における連結ベースの現金及び現金同等物は、たな卸資産の増加などの要因により、前連

結会計年度末に比べ526百万円減少し、1,569百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加759百万円などにより、当第３四半期は619

　百万円の減少（前第３四半期 2,592百万円の減少）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得225百万円などにより、当第３四半期は

　550百万円の減少（前第３四半期 392百万円の増加）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加330百万円および長期借入金の純増加490

　百万円などにより、当第３四半期は638百万円の増加（前第３四半期 2,334百万円の増加）となりまし
　た。
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３．平成１８年３月期の業績予想（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

　最近の業績の動向等を踏まえ、平成17年８月10日の決算発表時に公表した平成18年３月期通期（連結・

単体）の業績予想を下記のとおり修正いたします。

　平成18年３月期通期業績予想数値の修正（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）
①連結業績予想

百万円 百万円 百万円

(Ｂ)

(Ｂ－Ａ)
％ ％ ％

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 　13円76銭

②単体業績予想

百万円 百万円 百万円

(Ｂ)

(Ｂ－Ａ)
％ ％ ％

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 　 1円97銭

[業績予想に関する定性的情報等]

　第３四半期の業績が当初予想を下回ったことや第４四半期に当初見込まれていた半導体製造装置分野な

どの案件が来期以降にずれ込むことになったことなどにより、当社グループの通期業績が、売上・利益面

ともに当初予想を下回る見込みであるため、連結・単体の通期業績予想を修正いたします。なお、配当に

つきましては、平成17年５月20日の決算発表時に公表いたしましたとおり、７円50銭の期末配当を実施

する予定であります。

　業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は今後起こりうる様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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［添付資料］
１．第３四半期連結財務諸表
（１）要約連結貸借対照表

当第３四半期 前第３四半期 前連結会計年度

平成17年12月31日 平成16年12月31日 平成17年３月31日

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 増減率
(％) 金額(千円)

(資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 1,697,850 1,769,538 △71,687 2,141,173

　２　受取手形及び売掛金 2,003,698 4,222,213 △2,218,514 2,618,052

　３　たな卸資産 2,114,259 560,240 1,554,019 1,358,781

　４　繰延税金資産 54,376 80,865 △26,489 36,104

　５　その他 414,092 721,826 △307,733 563,209

　６　貸倒引当金 △86,926 △84,995 △1,930 △86,031

　　流動資産合計 6,197,350 7,269,687 △1,072,337 △14.8 6,631,290

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

 　(1) 建物 128,525 136,956 △8,431 132,354

   (2) 機械装置及び運搬具 19,920 23,092 △3,172 22,205

   (3) 工具器具及び備品 201,032 171,005 30,027 165,257

   (4) 土地 684 684 － 684

　　　有形固定資産合計 350,162 331,738 18,423 5.6 320,500

　２　無形固定資産 9,062 10,808 △1,745 △16.2 10,405

　３　投資その他の資産

 　(1) 投資有価証券 880,896 636,025 244,870 607,026

   (2) 繰延税金資産 153,350 114,878 38,472 247,312

   (3) その他 324,790 116,546 208,244 146,449

   (4) 投資損失引当金 － △100,000 100,000 △100,933

   (5) 貸倒引当金 △37,443 △36,953 △490 △37,030

　　　投資その他の資産合計 1,321,594 730,497 591,096 80.9 862,825

　　固定資産合計 1,680,819 1,073,044 607,775 56.6 1,193,731

　　資産合計 7,878,170 8,342,732 △464,562 △5.6 7,825,021

科目
増　減

－ ４ －



当第３四半期 前第３四半期 前連結会計年度

平成17年12月31日 平成16年12月31日 平成17年３月31日

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 増減率
(％) 金額(千円)

(負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 370,321 493,941 △123,619 591,681

  ２　一年以内償還予定社債 220,000 60,000 160,000 220,000

  ３　短期借入金 2,040,000 3,527,000 △1,487,000 1,630,000

  ４　未払法人税等 24,465 11,199 13,265 16,445

　５　その他 363,531 194,029 169,502 711,595

　　流動負債合計 3,018,318 4,286,170 △1,267,851 △29.6 3,169,722

Ⅱ　固定負債

　１　社債 1,040,000 540,000 500,000 1,180,000

　２　長期借入金 850,000 520,000 330,000 440,000

　３　退職給付引当金 361,023 340,990 20,033 345,958

　４　役員退職慰労引当金 61,400 59,165 2,234 61,411

　５　その他 42,827 － 42,827 2,077

　　固定負債合計 2,355,250 1,460,155 895,094 61.3 2,029,446

　　負債合計 5,373,569 5,746,326 △372,756 △6.5 5,199,168

(少数株主持分）

　　少数株主持分 － － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 913,400 913,400 － 913,400

Ⅱ　資本剰余金 1,316,800 1,315,680 1,120 1,316,431

Ⅲ　利益剰余金 160,133 325,470 △165,337 353,849

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金 138,548 54,684 83,864 58,476

Ⅴ　為替換算調整勘定 △8,096 1,696 △9,793 △1,587

Ⅵ　自己株式 △16,185 △ 14,525 △1,659 △14,716

　　資本合計 2,504,600 2,596,406 △91,805 △3.5 2,625,853

　　負債、少数株主持分
　　及び資本合計 7,878,170 8,342,732 △464,562 △5.6 7,825,021

科目
増　減

－ ５ －



（２）要約連結損益計算書
当第３四半期 前第３四半期 前連結会計年度

自 平成17年４月１日 自 平成16年４月１日 自 平成16年４月１日

至 平成17年12月31日 至 平成16年12月31日 至 平成17年３月31日

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 増減率
(％) 金額(千円)

Ⅰ　売上高 4,631,773 7,384,592 △2,752,819 △37.3 8,216,999

Ⅱ　売上原価 3,411,837 5,766,663 △2,354,825 △40.8 6,207,975

　　　売上総利益 1,219,935 1,617,929 △397,993 △24.6 2,009,023

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,308,466 1,282,854 25,612 2.0 1,645,284

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△) △88,530 335,075 △423,606 － 363,739

Ⅳ　営業外収益 72,431 18,653 53,778 288.3 21,242

　１　受取利息 7,591 1,610 5,980 2,461

　２　受取配当金 2,717 10,573 △7,856 10,619

　３　為替差益 55,442 － 55,442 －

　４　その他 6,680 6,469 211 8,161

Ⅴ　営業外費用 68,044 99,421 △31,376 △31.6 132,782

　１　支払利息 37,713 47,485 △9,772 65,846

　２　持分法による投資損失 1,522 17,566 △16,043 13,359

　３　為替差損 － 6,975 △6,975 456

　４　その他 28,808 27,394 1,414 53,119

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△) △84,143 254,307 △338,450 － 252,199

Ⅵ　特別利益 1,314 452,482 △451,168 △99.7 493,036

　１　貸倒引当金戻入益 1,314 － 1,314 13,873

　２　投資有価証券売却益 － 452,482 △452,482 452,482

　３　固定資産売却益 － － － 1,142

　４　その他 － － － 25,537

Ⅶ　特別損失 211 112,968 △112,756 △99.8 208,870

　１　貸倒引当金繰入額 － － － 79,622

　２　投資有価証券評価損 211 76,586 △76,375 89,622

　３　退職給付会計基準
　　　変更時差異 － 36,359 △36,359 36,359

　４　固定資産除却損 － 22 △22 3,226

　　　税金等調整前四半期
　　　(当期)純利益又は
　　　純損失(△）

△83,040 593,822 △676,862 － 536,365

　　　税金費用 48,948 262,482 △213,533 △81.4 176,646

　　  四半期（当期）純利益
　　　又は純損失(△） △131,988 331,339 △463,328 － 359,719

科目
増　減

－ ６ －



（３）要約連結キャッシュ・フロー計算書
当第３四半期 前第３四半期 前連結会計年度

自 平成17年４月１日 自 平成16年４月１日 増　減 自 平成16年４月１日

至 平成17年12月31日 至 平成16年12月31日 至 平成17年３月31日

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
　　　税金等調整前四半期（当期）
　　　純利益又は純損失(△) △83,040 593,822 △676,862 536,365

　　　減価償却費 76,947 60,470 16,476 89,305
　　　貸倒引当金の増減額 △5,653 65,086 △70,739 65,749
　　　投資損失引当金の増減 △100,933 － △100,933 933
　　　退職給付引当金の増減額 15,065 26,487 △11,422 31,455
　　　役員退職慰労引当金の増減額 △10 8,707 △8,718 10,953
　　　受取利息及び受取配当金 △10,308 △12,183 1,875 △13,080
　　　支払利息 37,713 47,485 △9,722 65,846
　　　社債発行費 － － － 23,350
　　　持分法による投資損益 1,522 17,566 △16,043 13,359
　　　投資有価証券売却損益 － △452,482 452,482 △452,482
　　　投資有価証券評価損 211 76,586 △76,375 89,662
　　　固定資産売却損益 － － － △1,142
　　　固定資産除却損 － 22 △22 3,226
　　　売上債権の増減額 270,528 △2,007,961 2,278,489 113,467
　　　たな卸資産の増減額 △759,962 42,383 △802,345 △754,797
　　　仕入債務の増減額 54,440 △800,577 855,017 △694,496
　　　その他流動資産の増減額 △138,782 △174,289 35,506 △47,658
　　　その他固定資産の増減額 95,490 1,134 94,355 1,160
　　　その他流動負債の増減額 △10,895 △31,751 20,855 △20,791
　　　役員賞与の支払額 △21,000 － △21,000 －
　　　　小計 △578,668 △2,539,492 1,960,824 △939,613
　　　利息及び配当金の受取額 10,308 12,531 △2,223 13,429
　　　利息の支払額 △41,346 △40,281 △1,065 △54,143
　　　法人税等の支払額 △9,884 △24,881 14,997 △25,016
　　　営業活動によるキャッシュ・フロー △619,591 △2,592,123 1,972,532 △1,005,345
Ⅱ　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 △109,004 △10,004 △98,999 △13,007
　　　定期預金の払戻による収入 25,580 － 25,580 －
　　　投資有価証券の取得による支出 △225,846 △20,220 △205,625 △31,977
　　　投資有価証券の売却による収入 166 506,885 △506,718 506,885
　　　投資有価証券の償還による収入 － － － 38,000
　　　長期貸付金の貸付による支出 △145,171 － △145,171 △27,000
　　　長期貸付金の回収による収入 4,838 160 4,678 160
　　　有形固定資産の取得による支出 △103,258 △81,755 △21,503 △96,506
　　　その他投資等の増減額 1,936 △2,699 4,636 △5,925
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △550,758 392,364 △943,122 370,627
Ⅲ　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 330,000 2,222,000 △1,892,000 370,000
　　　長期借入による収入 600,000 － 600,000 －
　　　長期借入金の返済による支出 △110,000 △185,000 75,000 △310,000
　　　社債発行による収入 － 300,000 △300,000 1,076,650
　　　社債の償還による支出 △140,000 － △140,000 －
　　　自己株式の処分による収入 692 － 692 1,384
　　　自己株式の取得による支出 △1,791 △2,528 737 △3,352
　　　配当金の支払額 △40,115 － △40,115 －
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 638,784 2,334,471 △1,695,686 1,134,681
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 4,817 1,262 3,554 4,643
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △526,747 135,975 △662,722 504,607
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,096,583 1,591,976 504,607 1,591,976
Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　四半期末(期末)残高 1,569,836 1,727,951 △158,115 2,096,583

区　　分

－ ７ －



２．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（自平成17年４月１日  至平成17年12月31日）
半導体

製造装置
(千円)

電子部品
・計測器
(千円)

理化学
機器

(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 2,345,827 1,147,019 1,138,926 4,631,773 － 4,631,773

 (2) セグメント間の内部売上高
     又は振替高 － － － － (－) －

計 2,345,827 1,147,019 1,138,926 4,631,773 － 4,631,773

　 営業費用 2,204,357 987,962 1,223,877 4,416,197 304,106 4,720,303

   営業利益又は営業損失(△) 141,470 159,057 △84,950 215,576 (304,106) △88,530

　前第３四半期（自平成16年４月１日  至平成16年12月31日）
半導体

製造装置
(千円)

電子部品
・計測器
(千円)

理化学
機器

(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 4,132,459 1,879,279 1,372,854 7,384,592 － 7,384,592

 (2) セグメント間の内部売上高
     又は振替高 － － － － (－) －

計 4,132,459 1,879,279 1,372,854 7,384,592 － 7,384,592

   営業費用 3,981,039 1,488,747 1,274,413 6,744,200 305,316 7,049,517

   営業利益 151,149 390,531 98,440 640,391 (305,316) 335,075

　前連結会計年度（自平成16年４月１日  至平成17年３月31日）
半導体

製造装置
(千円)

電子部品
・計測器
(千円)

理化学
機器

(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 3,779,876 2,459,829 1,977,293 8,216,999 － 8,216,999

 (2) セグメント間の内部売上高
     又は振替高 － － － － (－) －

計 3,779,876 2,459,829 1,977,293 8,216,999 － 8,216,999

   営業費用 3,684,344 1,971,731 1,800,940 7,457,015 396,244 7,853,260

   営業利益 95,532 488,098 176,353 759,983 (396,244) 363,739

(注)  事業区分の方法
 　 　事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、製品の種類・性質及び販売市場等の類似性等を勘案して
  　　３つに区分しております。

－ ８ －


