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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３四半期財務・業績の概況（平成１８年４月１日～平成１８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 ％

19年３月期第３四半期 （ ） （ ） （ ）

18年３月期第３四半期 （ ） （ ） （ ）

(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３四半期 （ ）

18年３月期第３四半期 （ ）

(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３四半期、平成18年３月期及び平成19年３月期第３四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３四半期 　5,087,014株　   18年３月期第３四半期 　5,089,886株 

    　　　　　　　　　　　　　 18年３月期    　       5,089,217株

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］
　当第３四半期の連結業績は、日本国内での半導体製造装置事業が不振のまま推移したものの、電子部品・計測

器分野は堅調に推移し、自社製品であるマイクロ波プラズマＣＶＤダイヤモンド成膜装置をはじめとする理化学

機器分野では販売が伸張し収益性が大きく改善しました。全社的に戦略的重要事業として取り組んでおりますマ

イクロ波プラズマＣＶＤダイヤモンド成膜装置の売上高は好調に推移しており、今後とも開発製造体制の整備・

強化を進めてまいります。

　この結果、売上高は前年同期比6.2%増の4,918百万円なりました。利益につきましては、営業利益21百万円
（前年同期は営業損失88百万円）、経常損失55百万円（前年同期は経常損失84百万円）となり、中間期に投資

有価証券評価損等の特別損失等を計上しているため、当期純損失693百万円（前年同期は当期純損失131百万円）

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３四半期
18年３月期第３四半期

(参考)18年３月期
(注)　期末発行済株式数(連結)　19年３月期第３四半期 　5,086,693株　   18年３月期第３四半期 　5,087,953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３四半期

18年３月期第３四半期

(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３四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2,208百万円減少の5,865百万円、純資産は674百万円減少の2,025百万

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34.5％に増加しております。

　増減の主なものとして、資産は受取手形及び売掛金1,921百万円の減少、投資有価証券340百万円の減少であり

ます。

　負債は1,535百万円減少し、減少の主なものとしては、短期借入金804百万円の減少、買掛金449百万円の減少

であります。

　当第３四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３四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125百万円減少し、1,450

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、主に売上債権の減少2,016百万円、仕入債務の減少799百万円、たな卸

資産の増加403百万円により、当第３四半期は869百万円の増加（前年同期619百万円の減少）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、主に定期預金の払戻しによる収入100百万円により、当第３四半期は

73百万円の増加（前年同期 550百万円の減少）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、主に短期借入金の純減少364百万円、長期借入金の返済530百万円、社

債償還140百万円により、当第３四半期は1,072百万円の減少（前年同期 638百万円の増加）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

通　　　期

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 　　△106円15銭

※上記予想は平成18年11月13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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7,500 90 △540

869 73 △1,072 1,450

△619 △550 638 1,569

△117 △475 68 1,575

－ ２ －



［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 （単位：千円、％）

当四半期 前年同四半期 （参考）

(平成19年３月期
第３四半期)

(平成18年３月期
第３四半期)

(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 4,931,556 6,197,350 △1,265,793 △20.4 6,529,436

　１　現金及び預金 1,490,687 1,697,850 1,707,001

　２　受取手形及び売掛金 1,538,566 2,003,698 3,460,106

　３　たな卸資産 1,328,121 2,114,259 1,004,428

　４　繰延税金資産 16,393 54,376 83,907

　５　その他 585,004 414,092 280,955

　６　貸倒引当金 △27,215 △86,926 △6,963

Ⅱ　固定資産 934,009 1,680,819 △746,809 △44.4 1,544,549

　１　有形固定資産 296,797 350,162 △53,365 △15.2 353,898

 　(1) 建物 118,143 128,525 131,951

   (2) 機械装置及び運搬具 16,956 19,920 19,133

   (3) 工具器具及び備品 161,013 201,032 202,129

   (4) 土地 684 684 684

　２　無形固定資産 6,469 9,062 △2,593 △28.6 8,999

　３　投資その他の資産 630,743 1,321,594 △690,851 △52.3 1,181,651

 　(1) 投資有価証券 458,363 880,896 799,162

 　(2) 敷金・保証金 54,574 51,885 52,550

   (3) 繰延税金資産 11,868 153,350 106,006

   (4) その他 230,965 272,904 260,886

   (5) 貸倒引当金 △125,027 △37,443 △36,953

　　　資産合計 5,865,566 7,878,170 △2,012,603 △25.5 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３四半期)

(平成18年３月期
第３四半期)

(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 2,664,204 3,018,318 △354,114 △11.7 3,822,729

　１　買掛金 609,475 370,321 1,059,342

  ２　１年以内償還予定社債 640,000 220,000 520,000

  ３　短期借入金 1,175,288 2,040,000 1,980,000

  ４　未払法人税等 7,335 24,465 12,362

　５　その他 232,105 363,531 251,024

Ⅱ　固定負債 1,175,573 2,355,250 △1,179,676 △50.1 1,552,111

　１　社債 400,000 1,040,000 660,000

　２　長期借入金 330,000 850,000 420,000

　３　退職給付引当金 372,889 361,023 366,309

　４　役員退職慰労引当金 72,684 61,400 64,013

　５　その他 － 42,827 41,788

　　　負債合計 3,839,778 5,373,569 △1,533,791 △28.5 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 － 1,316,800 － 1,316,800

Ⅲ　利益剰余金 － 160,133 － 371,940

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － 138,548 － 120,409

Ⅴ　為替換算調整勘定 － △8,096 － △6,868

Ⅵ　自己株式 － △16,185 － △16,536

　　　資本合計 － 2,504,600 － － 2,699,145

　　　負債、少数株主持分
　　　及び資本合計

－ 7,878,170 － － 8,073,986

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本 1,852,691 － － － －

　１　資本金 913,400 － － －

  ２　資本剰余金 1,316,800 － － －

  ３　利益剰余金 △360,876 － － －

  ４　自己株式 △16,632 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等 173,096 － － － －

　１　その他有価証券評価差額金 95,036 － － －

  ２　繰延ヘッジ損益 76,450 － － －

  ３　為替換算調整勘定 1,609 － － －

　　　純資産合計 2,025,788 － － － －

　　　負債及び純資産合計 5,865,566 ー ー ー

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３四半期)

(平成18年３月期
第３四半期)

(平成18年３月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ　売上高 4,918,628 4,631,773 286,854 6.2 8,179,222

Ⅱ　売上原価 3,491,433 3,411,837 79,595 2.3 6,325,313

　　　売上総利益 1,427,195 1,219,935 207,259 17.0 1,853,909

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,405,585 1,308,466 97,119 7.4 1,757,285

　　　営業利益又は
　　　営業損失（△）

21,609 △88,530 110,140 － 96,624

Ⅳ　営業外収益 24,253 72,431 △48,177 △66.5 73,867

　１　受取利息 15,325 7,591 11,827

　２　受取配当金 2,516 2,717 2,795

　３　為替差益 － 55,442 50,406

　４　その他 6,410 6,680 8,837

Ⅴ　営業外費用 101,608 68,044 33,563 49.3 91,648

　１　支払利息 40,523 37,713 51,025

　２　持分法による投資損失 31,919 1,522 4,941

　３　為替差損 6,009 － －

　４　その他 23,155 28,808 35,680

　　　経常利益又は
　　　経常損失（△）

△55,744 △84,143 28,398 － 78,843

Ⅵ　特別利益 7,306 1,314 5,992 455.9 66,670

　１　貸倒引当金戻入益 6,518 1,314 －

　２　投資有価証券売却益 － － 66,670

　３　固定資産売却益 788 － －

Ⅶ　特別損失 506,476 211 506,264 － 759

　１　貸倒引当金繰入額 140,814 － －

　２　たな卸資産評価損 90,861 － －

　３　固定資産除却損 3,752 － 434

　４　減損損失 1,507 － －

　５　投資有価証券評価損 269,538 211 325

　　　税金等調整前四半期(当期)
　　　純利益又は純損失(△）

△554,914 △83,040 △471,873 － 144,754

　　　税金費用 138,749 48,948 89,800 183.5 64,936

　　  四半期（当期）純利益
　　　又は純損失(△）

△693,663 △131,988 △561,674 － 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12月31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

四半期純損失 － － △693,663 － △693,663

自己株式の取得 － － － △96 △96

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 － － △732,816 △96 △732,912

平成18年12月31日残高 913,400 1,316,800 △360,876 △16,632 1,852,691

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

四半期純損失 － － － － △693,663

自己株式の取得 － － － － △96

株主資本以外の項目の
当四半期変動額(純額)

△25,373 76,450 8,478 59,555 59,555

当四半期変動額合計 △25,373 76,450 8,478 59,555 △673,356

平成18年12月31日残高 95,036 76,450 1,609 173,096 2,025,788

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３四半期)

(平成18年３月期
第３四半期)

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（△）

△554,914 △83,040 144,754

　　　減価償却費 69,836 76,947 105,777

　　　減損損失 1,507 － －

　　　貸倒引当金の増減額（△は減少） 108,326 △5,653 △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 6,580 15,065 20,351

　　　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,671 △10 2,602

　　　受取利息及び受取配当金 △17,842 △10,308 △14,623

　　　支払利息 40,523 37,713 51,025

　　　持分法による投資損益 31,919 1,522 4,941

　　　投資有価証券売却損益 － － △66,670

　　　投資有価証券評価損 269,538 211 325

      固定資産売却損益 △788 － －

      固定資産除却損 3,752 － 434

      たな卸資産評価損 90,861 － －

　　　売上債権の増減額（△は増加） 2,016,094 270,528 △1,301,949

　　　たな卸資産の増減額（△は増加） △403,434 △759,962 365,932

　　　仕入債務の増減額（△は減少） △799,693 54,440 780,541

　　　その他流動資産の増減額（△は増加） 50,095 △138,782 △58,099

　　　その他固定資産の増減額 6,434 95,490 97,244

　　　その他流動負債の増減額（△は減少） △18,875 △10,895 11,649

　　　役員賞与の支払額 △1,000 △21,000 △21,000

　　　　小計 907,593 △578,668 △65,854

　　　利息及び配当金の受取額 17,842 10,308 14,623

　　　利息の支払額 △38,948 △41,346 △56,105

　　　法人税等の支払額 △16,590 △9,884 △10,605

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 869,897 △619,591 △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 △9,004 △109,004 △112,006

　　　定期預金の払戻による収入 100,000 25,580 25,580

　　　投資有価証券の取得による支出 △3,445 △225,846 △233,434

　　　投資有価証券の売却による収入 － 166 108,024

　　　長期貸付金の貸付による支出 － △145,171 △145,171

　　　長期貸付金の回収による収入 7,627 4,838 7,624

　　　有形固定資産の取得による支出 △22,436 △103,258 △126,100

　　　有形固定資産の売却による収入 3,176 － －

　　　その他投資等の増減額 △2,204 1,936 365

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 73,712 △550,758 △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 △364,712 330,000 △50,000

　　　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 △530,000 △110,000 △220,000

　　　社債償還による支出 △140,000 △140,000 △220,000

　　　自己株式の処分による収入 － 692 692

　　　自己株式の取得による支出 △96 △1,791 △2,143

　　　配当金の支払額 △37,952 △40,115 △40,144

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,072,760 638,784 68,404

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3,832 4,817 4,057

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △125,318 △526,747 △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

1,450,666 1,569,836 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12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 2,117,638 1,258,792 1,542,196 4,918,628 － 4,918,628

 (2) セグメント間の内部売上高
     又は振替高

－ － － － (－) －

計 2,117,638 1,258,792 1,542,196 4,918,628 － 4,918,628

営業費用 2,149,362 1,050,555 1,406,400 4,606,317 290,700 4,897,018

営業利益又は営業損失(△) △31,723 208,237 135,796 312,310 (290,700) 21,609

前年同四半期（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

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 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 －


