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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率）
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２. 配当の状況

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％   　円 銭

中　間　期 3,000 △14.0 30 △73.3 5 △88.3 5 － 0 98

通　　　期 6,800 △12.7 205 1.4 150 57.4 100 － 19 65

※平成19年5月18日に公表しました業績予想と変更はありません。

４. その他

: 無

　　 特定子会社の異動）

: 有

 (3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

［（注）詳細は4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。］

　※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績予想につきましては、当社が現在入手している情報等に基づいており、

　実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

 (2)会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　

 (1)期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う

当社は第１四半期末を基準とした配当を実施していないため、記載を省略しております。

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益

－ ２ －
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当社グループは、前期末に国内半導体製造装置事業を休止し、事業拡大の可能性の大きい電子部品・計測器、

  理化学機器並びにダイヤモンド関連事業にリソースを集中し、成長市場における高付加価値製品の開発、製

  造、販売、サポート体制の強化をはかることにより、継続的成長と収益力の向上をはかるべく努めてまいり

  ました。当第１四半期の業績は、一部商品の納期調整の影響などもありましたが、概ね期初予想どおり推移

　いたしました。この結果、当第１四半期の売上高は868百万円(前年同期比36.5％減）、営業損失は108百万

　円（前年同期は営業損失78百万円）、経常損失は92百万円（前年同期は経常損失104百万円）と大幅な減収

　となったものの、経常損失は改善されました。

 

２. 連結財政状態に関する定性的情報

　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。

 (1)資産、負債及び純資産の状況

  前連結会計年度末と比較して、総資産は1,025百万円減少の4,876百万円、自己資本は71百万円減少の1,817

  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32.0％から37.3％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304百万円の減少、受取手形及び売掛金893百万円の減少であり

  ます。

　負債は953百万円減少し、減少の主なものとしては、買掛金76百万円の減少、短期借入金794百万円の減少で

  あります。

 (2)キャッシュ・フローの状況

　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307百万円減少し、

  1,584百万円となりました。

（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887百万円や、たな卸資産の増加90百万円、仕入債

　務の減少68百万円などにより、当第１四半期は576百万円の増加（前年同期は957百万円の増加）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6百万円などにより、当第１四半期は11百万円の減少

（前年同期は7百万円の減少）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794百万円などにより、当第１四半期は878百万

  円の減少（前年同期は749百万円の減少）となりました。

３. 連結業績予想に関する定性的情報

　現時点においては、平成19年5月18日に公表しました業績予想に変更はありません。

－ ３ －
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４. その他

 (1)期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　　 重要な子会社の異動はございません。

   該当事項はございません。

   ただし当連結会計年度より自社製ダイヤモンド成膜装置を中心とするダイヤモンド関連事業の重要性が

   増したため原価計算を行っております。

   その結果、売上総利益は11百万円の増加となりました。また、営業損失、経常損失、税金等調整前四半

   期（当期）純損失、四半期（当期）純損失は、それぞれ11百万円の減少となりました。

 (2）会計処理の方法における簡便な方法の採用　

 (3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　 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。

－ ４ －
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５．（要約）四半期連結財務諸表

（１）（要約）四半期連結貸借対照表 （単位：千円、％）

前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末

(平成19年３月期
第１四半期末)

(平成20年３月期
第１四半期末)

(平成19年３月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 1,908,812 1,630,517 1,934,637

　２　受取手形及び売掛金 2,094,882 1,447,623 2,340,976

　３　たな卸資産 1,162,272 634,627 540,908

　４　繰延税金資産 74,169 9,536 13,293

　５　その他 300,280 437,245 385,462

　６　貸倒引当金 △19,729 △11,990 △11,925

流動資産合計 5,520,688 4,147,559 △1,373,129 △24.9 5,203,352

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

 　(1) 建物 127,600 69,690 71,259

   (2) 機械装置及び運搬具 18,378 808 995

   (3) 工具器具及び備品 186,880 148,620 156,702

   (4) 土地 684 684 684

有形資産合計 333,543 219,802 △113,741 △34.1 229,641

　２　無形固定資産 8,642 5,810 △2,832 △32.8 6,046

　３　投資その他の資産

 　(1) 投資有価証券 767,295 377,287 357,102

 　(2) 長期貸付金 154,069 136,173 130,600

 　(3) 敷金・保証金 52,110 53,749 52,398

   (4) 繰延税金資産 116,101 － －

   (5) その他 68,848 81,522 62,826

   (6) 貸倒引当金 △20,470 △145,790 △140,298

投資その他の資産合計 1,137,955 502,942 △635,013 △55.8 462,629

固定資産合計 1,480,141 728,555 △751,586 △50.8 698,317

資産合計 7,000,829 4,876,114 △2,124,715 △30.3 5,901,670

科目 増　減

－ ５ －
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（単位：千円、％）

前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末

(平成19年３月期
第１四半期末)

(平成20年３月期
第１四半期末)

(平成19年３月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 475,658 368,063 444,204

  ２　一年以内償還予定社債 520,000 310,000 340,000

  ３　短期借入金 1,315,000 846,400 1,641,035

  ４　未払法人税等 5,474 15,548 12,537

  ５　繰延税金負債 － 9,800 －

　６　その他 658,596 247,471 271,470

流動負債合計 2,974,729 1,797,284 △1,177,445 △39.6 2,709,247

Ⅱ　固定負債

　１　社債 630,000 320,000 320,000

　２　長期借入金 390,000 439,500 493,600

　３　繰延税金負債 － 54,351 38,655

　４　退職給付引当金 368,911 367,604 374,063

　５　役員退職慰労引当金 66,712 79,626 76,388

固定負債合計 1,455,623 1,261,082 △194,540 △13.4 1,302,707

負債合計 4,430,352 3,058,366 △1,371,985 △31.0 4,011,954

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 913,400 913,400 913,400

  ２　資本剰余金 1,316,800 821,903 1,316,800

  ３　利益剰余金 233,091 △105,979 △494,005

  ４　自己株式 △16,536 △16,662 △16,662

　　　　　株主資本合計 2,446,755 1,612,661 △834,094 △34.1 1,719,531

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額金 99,564 109,917 98,724

  ２　繰延ヘッジ損益 27,776 97,432 67,581

  ３　為替換算調整勘定 △3,618 △2,262 3,878

　　　　　評価・換算差額等合計 123,721 205,087 81,365 65.8 170,184

　　　純資産合計 2,570,477 1,817,748 △752,728 △29.3 1,889,716

負債・純資産合計 7,000,829 4,876,114 △2,124,714 △30.3 5,901,670

科目 増　減

－ ６ －
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（２）（要約）四半期連結損益計算書 （単位：千円、％）

前年同四半期 当四半期 （参考）前期

(平成19年３月期
第１四半期)

(平成20年３月期
第１四半期)

(平成19年３月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ　売上高 1,368,566 868,691 △499,875 △36.5 7,788,838

Ⅱ　売上原価 986,806 554,306 △432,499 △43.8 5,732,236

　　　売上総利益 381,760 314,384 △67,375 △17.6 2,056,601

Ⅲ　販売費及び一般管理費 460,011 423,213 △36,798 △8.0 1,854,339

　　　営業利益又は
　　　営業損失（△）

△78,251 △108,828 △30,577 － 202,262

Ⅳ　営業外収益 8,947 31,469 22,521 251.7 31,803

　１　受取利息 4,688 894 21,780

　２　受取配当金 1,569 1,539 2,661

　３　持分法による投資利益 1,394 － －

　４　為替差益 － 24,345 －

　５　その他 1,294 4,688 7,360

Ⅴ　営業外費用 35,120 15,633 △19,487 △55.5 138,746

　１　支払利息 10,498 11,063 48,973

　２　持分法による投資損失 － － 33,935

　３　為替差損 14,505 － 15,236

　４　支払手数料 － － 22,029

　５　支払保証料 － － 10,274

　６　その他 10,116 4,569 8,295

　　　経常利益又は
　　　経常損失（△）

△104,424 △92,992 11,431 － 95,319

Ⅵ　特別利益 3,716 798 △2,917 △78.5 7,465

　１　貸倒引当金戻入益 3,716 578 5,647

　２　固定資産売却益 － 220 1,818

Ⅶ　特別損失 250 6,187 5,937 － 725,571

　１　貸倒引当金繰入額 － 6,148 139,338

　２　投資有価証券評価損 － － 186,964

　３　事業撤退損失 － － 328,256

　４　たな卸資産評価損 － － 59,023

　５　固定資産除却損 250 38 10,480

　６　その他 － － 1,507

　　　税金等調整前四半期
　　　（当期）純損失

100,958 98,381 △2,576 － 622,785

　　　税金費用 △1,262 8,489 9,752 － 204,007

　　  四半期（当期）純損失 99,695 106,870 7,175 － 826,793

科目 増　減

－ ７ －
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（３）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期（平成19年３月期第１四半期） （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

四半期中の変動額

剰余金の配当 △38,153 △38,153

利益処分による役員賞与 △1,000 △1,000

四半期純損失 △99,695 △99,695

株主資本以外の項目の
四半期中の変動額(純額)

四半期中の変動額合計 － － △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

四半期中の変動額

剰余金の配当 △38,153

利益処分による役員賞与 △1,000

四半期純損失 △99,695

株主資本以外の項目の
四半期中の変動額(純額)

△20,844 27,776 3,249 10,181 10,181

四半期中の変動額合計 △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

当四半期（平成20年３月期第１四半期） （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19年３月31日残高 913,400 1,316,800 △494,005 △16,662 1,719,531

四半期中の変動額

欠損填補のための取崩額 △494,897 494,897

四半期純損失 △106,870 △106,870

株主資本以外の項目の
四半期中の変動額(純額)

四半期中の変動額合計 － △494,897 388,026 － △106,870

平成19年６月30日残高 913,400 821,903 △105,979 △16,662 1,612,661

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19年３月31日残高 98,724 67,581 3,878 170,184 1,889,716

四半期中の変動額

欠損填補のための取崩額

四半期純損失 △106,870

株主資本以外の項目の
四半期中の変動額(純額)

11,193 29,850 △6,140 34,903 34,903

四半期中の変動額合計 11,193 29,850 △6,140 34,903 △71,967

平成19年６月30日残高 109,917 97,432 △2,262 205,087 1,817,748

評価・換算差額等

純資産合計

評価・換算差額等

純資産合計

－ ８ －
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（参考）前期（平成19年３月期） （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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △38,153 △38,153

利益処分による役員賞与 △1,000 △1,000

当期純損失 △826,793 △826,793

自己株式の取得 △125 △125

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)

－ － △865,946 △125 △866,072

平成19年３月31日残高 913,400 1,316,800 △494,005 △16,662 1,719,531

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △38,153

利益処分による役員賞与 △1,000

当期純損失 △826,793

自己株式の取得 △125

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)

△21,685 67,581 10,746 56,643 56,643

△21,685 67,581 10,746 56,643 △809,428

平成19年３月31日残高 98,724 67,581 3,878 170,184 1,889,716

評価・換算差額等

純資産合計

連結会計年度中の変動額合計

連結会計年度中の変動額合計

－ ９ －
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（４）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前年同四半期 当四半期 （参考）前期

(平成19年３月期
第１四半期)

(平成20年３月期
第１四半期)

平成19年３月期

区分 金額 金額 金額

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）純損失 △100,958 △98,381 △622,785

　　　減価償却費 22,759 16,616 93,853

　　　減損損失 － － 1,507

　　　貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,716 5,556 108,307

　　　退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,601 △6,458 7,753

　　　役員退職慰労引当金の増減額 2,699 3,238 12,375

　　　受取利息及び受取配当金 △6,258 △2,434 △24,442

　　　支払利息 10,498 11,063 48,973

　　　持分法による投資損益 △1,394 － 33,935

　　　投資有価証券評価損 － － 186,964

      固定資産売却益 － △220 △1,818

      固定資産除却損 250 38 10,480

      事業撤退損失 － － 234,295

      たな卸資産評価損 － － 59,023

　　　売上債権の増減額 1,806,940 887,662 1,229,523

　　　たな卸資産の増減額（△は増加） △159,858 △90,958 341,744

　　　仕入債務の増減額（△は減少） △614,835 △68,304 △702,339

　　　その他流動資産の増減額（△は増加） 15,634 △61,874 13,062

　　　その他固定資産の増減額 202 1,334 4,938

　　　その他流動負債の増減額（△は減少） △5,063 △3,202 1,457

　　　役員賞与の支払額 △1,000 － △1,000

　　　　小計 968,501 593,673 1,035,810

　　　利息及び配当金の受取額 6,258 2,434 24,442

　　　利息の支払額 △7,482 △14,550 △45,760

　　　法人税等の支払額 △9,977 △4,713 △20,228

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 957,299 576,844 994,263

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 △3,008 △12,007

　　　定期預金の払戻による収入 － － 100,000

　　　投資有価証券の取得による支出 △1,273 △1,306 △4,347

　　　投資有価証券の売却による収入 － － 94,622

　　　長期貸付金の回収による収入 1,954 300 8,151

　　　有形固定資産の取得による支出 △5,618 △6,476 △48,752

　　　有形固定資産の売却による収入 － 317 4,185

　　　その他投資等の増減額（△は増加） 161 △1,209 △203

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △7,777 △11,383 141,648

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（△は減少） △665,000 △794,644 4,635

　　　長期借入による収入 － － 290,000

　　　長期借入金の返済による支出 △30,000 △54,100 △560,000

　　　社債償還による支出 △30,000 △30,000 △520,000

　　　自己株式の取得による支出 － － △125

　　　配当金の支払額 △24,616 △48 △37,960

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △749,616 △878,792 △823,450

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,097 6,202 3,166

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 198,807 △307,128 315,628

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,575,985 1,891,613 1,575,985

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期（期末）残高 1,774,793 1,584,485 1,891,613

－ １０ －
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（５）セグメント情報

　〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成19年３月期第１四半期）

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

 (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 1,446,818

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

当四半期（平成20年３月期第１四半期）

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

 (1) 外部顧客に対する売上高 258,260 279,100 331,329 868,691 868,691

 (2) セグメント間の内部売上
　　　高又は振替高

－ － － － －

計 258,260 279,100 331,329 868,691 － 868,691

営業費用 263,091 247,474 338,814 849,380 977,520

営業利益又は営業損失(△) △4,830 31,626 △7,484 19,310 △108,828

（参考）前期（平成19年３月期）

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

 (1) 外部顧客に対する売上高 3,654,990 1,727,119 2,406,728 7,788,838 7,788,838

 (2) セグメント間の内部売上
　　　高又は振替高

－ － － － －

計 3,654,990 1,727,119 2,406,728 7,788,838 7,788,838

営業費用 3,656,814 1,433,629 2,100,266 7,190,710 7,586,575

営業利益又は営業損失(△) △1,824 293,490 306,462 598,128 202,262

(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。

－ 

(－)

128,139

－ 

(－)

－ 

96,508

395,865 

(395,865)

　　　　（単位：千円）

　　　　（単位：千円）

　　　　（単位：千円）

(128,139)

－ 

(－)

－ 

(96,508)

－ １１ －


