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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１９年３月期第１四半期業績の概況（平成１８年４月１日～平成１８年６月３０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 ％

19年３月期第１四半期 （ ） （ ） （ ）
18年３月期第１四半期 （ ） （ ） （ ）

(参考)18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

19年３月期第１四半期 （ ）
18年３月期第１四半期 （ ）

(参考)18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18年３月期第１四半期、平成18年３月期及び平成19年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期

 　　　　（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため、記載しておりません。

    　3．期中平均株式数(連結)　19年３月期第１四半期 　5,087,093株　   18年３月期第１四半期 　5,090,335株 

                               18年３月期    　       5,089,217株

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］
  当第１四半期のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加が続くなど、原油価格の高騰による景気の先
行きに対する不透明感はあるものの、引き続き景気の拡大基調で推移しました。海外においては、米国経済は減
速傾向にあるものの、中国をはじめとするアジア経済は堅調に推移しました。
  当社グループの関連市場でありますエレクトロ二クス業界では、デジタル家電の在庫調整が一巡し、パソコン
販売の伸びや携帯型音楽プレーヤー市場の成長等の明るさも見られるものの、グローバル競争の激化など、厳し
い状況が続いています。
  このような状況のなか、当社第１四半期の業績は半導体製造装置分野においては、アジアでの販売は好調であ
ったものの、国内の新規投入商品が当第１四半期において売上に貢献しなかったことに加え、主力の「フラット
パネル製造装置」の売上が前年同四半期を下回りました。また電子部品・計測器分野においては、防衛関連向け
の不振により、また理化学機器分野においては、現在注力しているダイヤモンドCVD製膜装置は順調に伸びた
ものの、それ以外の理化学機器が低調であったこと並びに非破壊検査装置の売上が予想を下回りました。
  その結果、当第１四半期は売上高1,368百万円（前年同期比30.5％減）、営業損失78百万円（前年同期は営業
利益66百万円）、経常損失104百万円(前年同期は経常利益65百万円)、当期純損失99百万円（前年同期は当期純
利益38百万円）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 純　資　産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期第１四半期
18年３月期第１四半期

(参考)18年３月期
(注)　期末発行済株式数(連結)　19年３月期第１四半期 　5,087,093株　   18年３月期第１四半期 　5,090,113株 
　                            18年３月期    　       5,087,093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

19年３月期第１四半期
18年３月期第１四半期

(参考)18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１四半期の財政状態の変動状況は以下のとおりであります。
  前連結会計年度末と比較して、総資産は1,073百万円減少の7,000百万円、自己資本は128百万円減少の2,570百
万円となりました。自己資本比率は前連結会計年度末の33.4％から36.7％に増加しております。
　増減の主なものとして、資産は現金及び預金201百万円の増加、受取手形及び売掛金1,365百万円の減少であり
ます。
　負債は944百万円減少し、減少の主なものとしては、買掛金583百万円の減少、短期借入金665百万円の減少で

あります。

　当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
　当第１四半期における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ198百万円増加し、1,774
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、売上債権の減少1,806百万円や、仕入債務の減少614百万円などにより、
当第１四半期は957百万円の増加（前年同期９百万円の減少）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、固定資産取得５百万円などにより、当第１四半期は７百万円の減少
（前年同期 334百万円の減少）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、短期借入金の純減少665百万円などにより、当第１四半期は749百万円
の減少（前年同期 265百万円の減少）となりました。

３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

百万円 百万円 百万円

中　間　期
通　　　期

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 　　27円52銭

※上記予想は平成18年５月19日公表の業績予想と変更ありません。なお、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、実際の実績は、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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売　　上　　高 経　常　利　益 当 期 純 利 益
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［添付資料］
１．第１四半期連結財務諸表
（１）要約連結貸借対照表 （単位：千円、％）

当四半期 前年同四半期 （参考）

(平成19年３月期
第１四半期)

(平成18年３月期
第１四半期)

(平成18年３月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部）

Ⅰ　流動資産 5,520,688 6,305,760 △785,072 △12.5 6,529,436

　１　現金及び預金 1,908,812 1,631,465 1,707,001

　２　受取手形及び売掛金 2,094,882 1,555,805 3,460,106

　３　たな卸資産 1,162,272 2,352,431 1,004,428

　４　繰延税金資産 74,169 36,104 83,907

　５　その他 300,280 810,543 280,955

　６　貸倒引当金 △19,729 △80,590 △6,963

Ⅱ　固定資産 1,480,141 1,214,938 265,202 21.8 1,544,549

　１　有形固定資産 333,543 340,506 △6,962 △2.0 353,898

 　(1) 建物 127,600 136,048 131,951

   (2) 機械装置及び運搬具 18,378 21,405 19,133

   (3) 工具器具及び備品 186,880 182,367 202,129

   (4) 土地 684 684 684

　２　無形固定資産 8,642 9,887 △1,244 △12.6 8,999

　３　投資その他の資産 1,137,955 864,545 273,409 31.6 1,181,651

 　(1) 投資有価証券 767,295 509,154 799,162

 　(2) 長期貸付金 154,069 25,500 159,711

 　(3) 敷金・保証金 52,110 57,454 52,550

   (4) 繰延税金資産 116,101 242,233 106,006

   (5) その他 68,848 67,233 101,175

   (6) 貸倒引当金 △20,470 △37,030 △36,953

　　　資産合計 7,000,829 7,520,699 △519,869 △6.9 8,073,986

科目 増　減

－ ３ －



（単位：千円、％）
当四半期 前年同四半期 （参考）

(平成19年３月期
第１四半期)

(平成18年３月期
第１四半期) (平成18年３月期)

金額 金額 金額 増減率 金額
(負債の部）

Ⅰ　流動負債 2,974,729 2,750,198 224,530 8.2 3,822,729
　１　買掛金 475,658 916,212 1,059,342
  ２　１年以内償還予定社債 520,000 220,000 520,000
  ３　短期借入金 1,315,000 1,260,000 1,980,000
  ４　未払法人税等 5,474 27,137 12,362
  ５　繰延税金負債 － 469 －
　６　その他 658,596 326,378 251,024
Ⅱ　固定負債 1,455,623 2,167,856 △712,232 △32.9 1,552,111
　１　社債 630,000 1,150,000 660,000
　２　長期借入金 390,000 600,000 420,000
　３　退職給付引当金 368,911 349,189 366,309
　４　役員退職慰労引当金 66,712 64,000 64,013
　５　その他 － 4,666 41,788
　　　負債合計 4,430,352 4,918,054 △487,701 △9.9 5,374,840

（少数株主持分）
　　　少数株主持分 － － － － －

（資本の部）
Ⅰ　資本金 － 913,400 － 913,400
Ⅱ　資本剰余金 － 1,316,431 － 1,316,800
Ⅲ　利益剰余金 － 330,629 － 371,940
Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － 57,803 － 120,409
Ⅴ　為替換算調整勘定 － △581 － △6,868
Ⅵ　自己株式 － △15,038 － △16,536
　　　資本合計 － 2,602,644 － － 2,699,145
　　　負債、少数株主持分
　　　及び資本合計 － 7,520,699 － － 8,073,986

（純資産の部）
Ⅰ　株主資本 2,446,755 － － － －
　１　資本金 913,400 － － －
  ２　資本剰余金 1,316,800 － － －
  ３　利益剰余金 233,091 － － －
  ４　自己株式 △16,536 － － －
Ⅱ　評価・換算差額等 123,721 － － － －
　１　その他有価証券評価差額金 99,564 － － －
  ２　繰延ヘッジ損益 27,776 － － －
  ３　為替換算調整勘定 △3,618 － － －
　　　純資産合計 2,570,477 － － － －
　　　負債及び純資産合計 7,000,829 7,520,699 △519,869 △6.9

科目 増　減

－ ４ －



（２）要約連結損益計算書 （単位：千円、％）
当四半期 前年同四半期 （参考）

(平成19年３月期
第１四半期)

(平成18年３月期
第１四半期)

(平成18年３月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ　売上高 1,368,566 1,968,270 △599,703 △30.5 8,179,222

Ⅱ　売上原価 986,806 1,491,628 △504,822 △33.8 6,325,313

　　　売上総利益 381,760 476,642 △94,881 △19.9 1,853,909

Ⅲ　販売費及び一般管理費 460,011 409,991 50,020 12.2 1,757,285

　　　営業利益又は
　　　営業損失（△） △78,251 66,650 △144,901 － 96,624

Ⅳ　営業外収益 8,947 20,234 △11,287 △55.8 73,867

　１　受取利息 4,688 186 11,827

　２　受取配当金 1,569 1,568 2,795

　３　持分法による投資利益 1,394 2,015 －

　４　為替差益 － 13,066 50,406

　５　その他 1,294 3,397 8,837

Ⅴ　営業外費用 35,120 20,902 14,218 68.0 91,648

　１　支払利息 10,498 12,594 51,025

　２　持分法による投資損失 － － 4,941

　３　為替差損 14,505 － －

　４　その他 10,116 8,308 35,680

　　　経常利益又は
　　　経常損失（△） △104,424 65,983 △170,407 － 78,843

Ⅵ　特別利益 3,716 2,864 852 29.8 66,670

　１　貸倒引当金戻入益 3,716 2,864 －

　２　投資有価証券売却益 － － 66,670

Ⅶ　特別損失 250 － － － 759

　１　投資有価証券評価損 － － 325

　２　固定資産除却損 250 － 250 － 434

　　　税金等調整前四半期(当期)
　　　純利益又は純損失(△） △100,958 68,847 △169,805 － 144,754

　　　税金費用 △1,262 30,339 △31,601 － 64,936

　　  四半期（当期）純利益
　　　又は純損失(△） △99,695 38,507 △138,203 － 79,818

科目 増　減

－ ５ －



（３）要約連結株主資本等変動計算書

当四半期（自平成18年４月１日  至平成18年６月30日） （単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高 913,400 1,316,800 371,940 △16,536 2,585,604

当四半期の変動額

剰余金の配当 － － △38,153 － △38,153

役員賞与 － － △1,000 － △1,000

四半期純利益 － － △99,695 － △99,695

株主資本以外の項目の
当四半期変動額(純額)

－ － － － －

当四半期変動額合計 － － △138,848 － △138,848

平成18年６月30日残高 913,400 1,316,800 233,091 △16,536 2,446,755

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日残高 120,409 － △6,868 113,540 2,699,145

当四半期の変動額

剰余金の配当 － － － － △38,153

役員賞与 － － － － △1,000

四半期純利益 － － － － △99,695

株主資本以外の項目の
当四半期変動額(純額)

△20,844 27,776 3,249 10,181 10,181

当期変動額合計 △20,844 27,776 3,249 10,181 △128,667

平成18年６月30日残高 99,564 27,776 △3,618 123,721 2,570,477

（注）要約連結株主資本等変動計算書は、当四半期より作成しております。

評価・換算差額等
純資産合計

－ ６ －



（４）連結キャッシュ・フロー計算書

当四半期 前年同四半期 （参考）

(平成19年３月期
第１四半期)

(平成18年３月期
第１四半期) 平成18年３月期

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（△） △100,958 68,847 144,754

　　　減価償却費 22,759 22,498 105,777
　　　貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,716 △5,917 △88,158
　　　投資損失引当金の増減額（△は減少） － △100,933 △100,933
　　　退職給付引当金の増減額 2,601 3,231 20,351
　　　役員退職慰労引当金の増減額 2,699 2,589 2,602
　　　受取利息及び受取配当金 △6,258 △1,755 △14,623
　　　支払利息 10,498 12,594 51,025
　　　持分法による投資損益 △1,394 △2,015 4,941
　　　投資有価証券売却損益 － － △66,670
　　　投資有価証券評価損 － － 325
      固定資産除却損 250 － 434
　　　売上債権の増減額（△は増加） 1,806,940 629,232 △1,301,949
　　　たな卸資産の増減額（△は増加） △159,858 △992,246 365,932
　　　仕入債務の増減額（△は減少） △614,835 475,510 780,541
　　　その他流動資産の増減額（△は増加） 15,634 △176,059 △58,099
　　　その他固定資産の増減額 202 99,949 97,244
　　　その他流動資産の増減額（△は減少） △5,063 △27,018 11,649
　　　役員賞与の支払額 △1,000 △1,000 △21,000
　　　　小計 968,501 7,507 △65,854
　　　利息及び配当金の受取額 6,258 1,755 14,623
　　　利息の支払額 △7,482 △12,502 △56,105
　　　法人税等の支払額 △9,977 △5,847 △10,605
　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 957,299 △9,087 △117,942
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 △3,002 △103,002 △112,006
　　　定期預金の払戻による収入 － 5,067 25,580
　　　投資有価証券の取得による支出 △1,273 △218,280 △233,434
　　　投資有価証券の売却による収入 － － 108,024
　　　長期貸付金の貸付による支出 － － △145,171
　　　長期貸付金の回収による収入 1,954 300 7,624
　　　有形固定資産の取得による支出 △5,618 △14,907 △126,100
　　　その他投資等の増減額 161 △3,279 365
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △7,777 △334,102 △475,117
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 △665,000 △410,000 △50,000
　　　長期借入による収入 － 200,000 600,000
　　　長期借入金の返済による支出 △30,000 － △220,000
　　　社債償還による支出 △30,000 △30,000 △220,000
　　　自己株式の処分による収入 － － 692
　　　自己株式の取得による支出 － △321 △2,143
　　　配当金の支払額 △24,616 △25,038 △40,144
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △749,616 △265,360 68,404
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,097 906 4,057
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 198,807 △607,643 △520,598
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,575,985 2,096,583 2,096,583
Ⅶ　現金及び現金同等物の
    四半期（期末）残高 1,774,793 1,488,940 1,575,985

－ ７ －



２．セグメント情報
　事業の種類別セグメント情報
当四半期（自平成18年４月１日  至平成18年６月30日）

半導体
製造装置

電子部品
・計測器

理化学
機器 計 消去

又は全社 連結

　 売上高 千円 千円 千円 千円 千円 千円

 (1) 外部顧客に対する売上高 655,968 324,683 387,914 1,368,566 － 1,368,566

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

計 655,968 324,683 387,914 1,368,566 － 1,368,566

営業費用 665,642 294,886 389,780 1,350,309 96,508 1,446,818

営業利益又は営業損失(△) △9,673 29,797 △1,865 18,257 (96,508) △78,251

前年同四半期（自平成17年４月１日  至平成17年６月30日）
半導体

製造装置
電子部品
・計測器

理化学
機器 計 消去

又は全社 連結

　 売上高 千円 千円 千円 千円 千円 千円

 (1) 外部顧客に対する売上高 1,089,008 388,679 490,582 1,968,270 － 1,968,270

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

計 1,089,008 388,679 490,582 1,968,270 － 1,968,270

営業費用 996,875 347,400 459,741 1,804,017 97,602 1,901,619

営業利益 92,133 41,278 30,841 164,253 (97,602) 66,650

前連結会計年度（自平成17年４月１日  至平成18年３月31日）
半導体

製造装置
電子部品
・計測器

理化学
機器 計 消去

又は全社 連結

　 売上高 千円 千円 千円 千円 千円 千円

 (1) 外部顧客に対する売上高 4,439,500 1,622,655 2,117,067 8,179,222 － 8,179,222

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

計 4,439,500 1,622,655 2,117,067 8,179,222 － 8,179,222

営業費用 4,282,313 1,376,210 2,022,295 7,680,819 401,779 8,082,598

営業利益 157,186 246,444 94,772 498,403 (401,779) 96,624

(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 －


