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代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤井 修逸 
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問 合 せ 先 総 務 ・ 経 理 部 長 中山 浩之 

 （TEL. ０８４－９４５－１３５９） 

 
（訂正）過年度決算短信（連結）等の一部訂正について 

 
 当社は、過年度において開示しております「決算短信（連結）」等につきまして、平成 20 年８月期

第１四半期の決算作業の過程において、一部記載に誤りがあることが判明しましたので、下記のとお

り訂正いたします。 

 訂正内容は、セグメント情報のうち、「事業の種類別セグメント情報」及び「所在地別セグメント情

報」の数値において、同一セグメント内の取引が相殺消去されていないことにより、「セグメント間の

内部売上高又は振替高」及び「営業費用」の金額が同額過大に計上されておりました。 

 なお、当該事項の訂正に伴う、各セグメント情報の「外部顧客に対する売上高」及び「営業利益又

は営業損失（△）」の各金額並びに連結損益計算書、連結貸借対照表等に変更はございません。 

 
記 

 
１．訂正する書類 

平成 17 年８月期 第３四半期連結業績状況 平成 17 年７月 13 日発表 

平成 17 年８月期 決算短信（連結） 平成 17 年 10 月 13 日発表 

平成 18 年８月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 平成 18 年１月 13 日発表 

平成 18 年８月期 中間決算短信（連結） 平成 18 年４月 14 日発表 

平成 18 年８月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 平成 18 年７月 14 日発表 

平成 18 年８月期 決算短信（連結） 平成 18 年 10 月 13 日発表 

平成 19 年８月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 平成 19 年１月 12 日発表 

平成 19 年８月期 中間決算短信（連結） 平成 19 年４月 13 日発表 

平成 19 年８月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 平成 19 年７月 11 日発表 

平成 19 年８月期 決算短信 平成 19 年 10 月 12 日発表 
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２．訂正の理由 

 平成 20 年８月期第１四半期の決算作業において、過年度のセグメント情報（「事業の種類別

セグメント情報」及び「所在地別セグメント情報」）の数値において、同一セグメント内の取引

が相殺消去されていないことが判明いたしました。 

具体的には、各セグメント情報の作成のための基礎資料の計算式に誤りがあったことにより、

「セグメント間の内部売上高又は振替高」及び「営業費用」が同額過大に計上されておりまし

た。 

以上の理由により、過年度決算短信（連結）等の一部を訂正するものであります。 

 

３．訂正の内容 

 訂正の詳細につきましては、添付資料をご参照願います。 

 なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。 

 

４．今後の対応について 

 今後におきましては、経理部門内のチェック機能の強化を図るとともに、社内管理体制の強

化を行い、再発防止に努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 

５．その他 

(1)過年度の有価証券報告書及び半期報告書につきましても、訂正報告が必要となりましたので、

早急に中国財務局へ有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書を提出いたします。 

(2)各セグメント情報の「外部顧客に対する売上高」及び「営業利益又は営業損失（△）」の各

金額並びに連結損益計算書、連結貸借対照表等に変更はございません。 

 

以  上 
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（添付資料） 

 

平成 17 年８月期 第３四半期連結業績状況 平成 17 年７月 13 日発表 
 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 15 年９月１日 至平成 16 年５月 31 日） 

 （省略） 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年５月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,932,487 702,355 3,634,843 ― 3,634,843

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,733,139 ― 1,733,139 △1,733,139 ―

計 4,665,626 702,355 5,367,982 △1,733,139 3,634,843

営業費用 4,311,595 643,950 4,955,545 △1,578,253 3,377,291

営業利益又は営業損失（△） 354,031 58,405 412,436 △154,885 257,551

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

（訂正後） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 15 年９月１日 至平成 16 年５月 31 日） 

 （省略） 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年５月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,932,487 702,355 3,634,843 ― 3,634,843

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― ― ― ― ―

計 2,932,487 702,355 3,634,843 ― 3,634,843

営業費用 2,578,455 643,950 3,222,406 154,885 3,377,291

営業利益又は営業損失（△） 354,031 58,405 412,436 △154,885 257,551

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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平成 17 年８月期 決算短信（連結） 平成 17 年 10 月 13 日発表 
 

３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

（訂正前） 

  【当期の概況】 

    （省略） 

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半導体・液晶関連事業 

 半導体・液晶関連事業におきましては、平成 16 年度の大規模な設備投資による液晶パ

ネルの供給過剰感、価格下落の著しいデジタル家電を中心とした在庫調整の動きなどに伴

い、液晶・半導体業界ともに設備投資は抑制傾向にありました。 

このような状況の中、液晶・半導体業界の投資設備抑制の影響を受けながらも、積極的

な営業活動による受注・売上の確保に努めたことにより、当事業の売上高は 6,019,177 千

円となりました。 

（以下、省略） 

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

 国内におきましては、半導体・液晶製造装置メーカーへの積極的な営業活動により受

注・売上を確保いたしました。また研究機関及び大学等から受注・売上が確保できたこと

により、売上高は 4,540,476 千円（前年同期比 17.6％増）営業利益は 374,872 千円（前年

同期比 42.7％減）となりました。 

（以下、省略） 

 

（訂正後） 

  【当期の概況】 

    （省略） 

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半導体・液晶関連事業 

 半導体・液晶関連事業におきましては、平成 16 年度の大規模な設備投資による液晶パ

ネルの供給過剰感、価格下落の著しいデジタル家電を中心とした在庫調整の動きなどに伴

い、液晶・半導体業界ともに設備投資は抑制傾向にありました。 

このような状況の中、液晶・半導体業界の投資設備抑制の影響を受けながらも、積極的

な営業活動による受注・売上の確保に努めたことにより、当事業の売上高は 3,925,721 千

円となりました。 

（以下、省略） 

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

 国内におきましては、半導体・液晶製造装置メーカーへの積極的な営業活動により受

注・売上を確保いたしました。また研究機関及び大学等から受注・売上が確保できたこと

により、売上高は 4,540,056 千円（前年同期比 17.6％増）営業利益は 374,872 千円（前年

同期比 42.7％減）となりました。 

（以下、省略） 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前） 

前連結会計年度（自平成 15 年９月１日 至平成 16 年８月 31 日） 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,925,590 865,281 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,093,586 288 2,093,875 △2,093,875 ―

計 6,019,177 865,569 6,884,747 △2,093,875 4,790,872

営業費用 5,517,530 870,751 6,388,282 △1,923,931 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 501,647 △5,181 496,465 △169,944 326,521

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
 

（省略） 

  

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

（訂正後） 

前連結会計年度（自平成 15 年９月１日 至平成 16 年８月 31 日） 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,925,590 865,281 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
130 288 419 △419 ―

計 3,925,721 865,569 4,791,291 △419 4,790,872

営業費用 3,424,074 870,751 4,294,825 169,524 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 501,647 △5,181 496,465 △169,944 326,521

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
 

（省略） 

  

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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【所在地別セグメント情報】 

（訂正前） 

前連結会計年度（自平成 15 年９月１日 至平成 16 年８月 31 日） 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 2,868,469 1,909,893 12,508 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,672,006 3,124 418,745 2,093,875 △2,093,875 ―

計 4,540,476 1,913,018 431,253 6,884,747 △2,093,875 4,790,872

営業費用 4,165,603 1,784,285 438,393 6,388,282 △1,923,931 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 374,872 128,733 △7,140 496,465 △169,944 326,521

Ⅱ 資産 （省略） 

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

（訂正後） 

前連結会計年度（自平成 15 年９月１日 至平成 16 年８月 31 日） 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 2,868,469 1,909,893 12,508 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,671,586 3,124 418,745 2,093,456 △2,093,456 ―

計 4,540,056 1,913,018 431,253 6,884,328 △2,093,456 4,790,872

営業費用 4,165,183 1,784,285 438,393 6,387,862 △1,923,511 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 374,872 128,733 △7,140 496,465 △169,944 326,521

Ⅱ 資産 （省略） 

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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平成 18 年８月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 平成 18 年 1 月 13 日発表 
 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

（訂正前） 

（省略） 

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 半導体・液晶関連事業 

半導体・液晶関連事業におきましては、平成 16 年度の大規模な設備投資による液晶

パネルの供給過剰感、価格下落の著しいデジタル家電を中心とした在庫調整の動きなど

に伴い、半導体・液晶業界ともに設備投資は抑制傾向にありました。 

このような状況の中、半導体・液晶業界の設備投資抑制の影響を受けながらも、積極

的な営業活動による受注・売上の確保に努めたことにより、売上高は 1,078,900 千円、

営業利益は 100,785 千円となりました。 

（以下、省略） 

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

 国内におきましては、価格下落の著しいデジタル家電を中心とした在庫調整の動きな

どに伴い、半導体・液晶業界ともに設備投資が抑制傾向にある中、ナショナルプロジェ

クトへの電磁石電源及び関連製品等の受注・売上の確保に努めたことにより、売上高は

971,505 千円（前年同期比 13.4％増加）、営業損失は 2,460 千円（前年同期は営業利益

91,448 千円）となりました。 

（以下、省略） 

 

（訂正後） 

（省略） 

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 半導体・液晶関連事業 

半導体・液晶関連事業におきましては、平成 16 年度の大規模な設備投資による液晶

パネルの供給過剰感、価格下落の著しいデジタル家電を中心とした在庫調整の動きなど

に伴い、半導体・液晶業界ともに設備投資は抑制傾向にありました。 

このような状況の中、半導体・液晶業界の設備投資抑制の影響を受けながらも、積極

的な営業活動による受注・売上の確保に努めたことにより、売上高は 806,508 千円、営

業利益は 100,785 千円となりました。 

（以下、省略） 

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

 国内におきましては、価格下落の著しいデジタル家電を中心とした在庫調整の動きな

どに伴い、半導体・液晶業界ともに設備投資が抑制傾向にある中、ナショナルプロジェ

クトへの電磁石電源及び関連製品等の受注・売上の確保に努めたことにより、売上高は

969,074 千円（前年同期比 13.2％増加）、営業損失は 2,460 千円（前年同期は営業利益

91,448 千円）となりました。 

（以下、省略） 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前） 

前第１四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 16 年 11 月 30 日） 

 （省略） 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 804,877 228,508 1,033,386 ― 1,033,386

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
274,023 2,620 276,643 △276,643 ―

計 1,078,900 231,128 1,310,029 △276,643 1,033,386

営業費用 978,115 308,656 1,286,771 △229,256 1,057,515

営業利益又は営業損失（△） 100,785 △77,528 23,257 △47,386 △24,128

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,925,590 865,281 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,093,586 288 2,093,875 △2,093,875 ―

計 6,019,177 865,569 6,884,747 △2,093,875 4,790,872

営業費用 5,517,530 870,751 6,388,282 △1,923,931 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 501,647 △5,181 496,465 △169,944 326,521

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前第１四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 16 年 11 月 30 日） 

 （省略） 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 804,877 228,508 1,033,386 ― 1,033,386

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,630 2,620 4,250 △4,250 ―

計 806,508 231,128 1,037,637 △4,250 1,033,386

営業費用 705,722 308,656 1,014,379 43,135 1,057,515

営業利益又は営業損失（△） 100,785 △77,528 23,257 △47,386 △24,128

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,925,590 865,281 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
130 288 419 △419 ―

計 3,925,721 865,569 4,791,291 △419 4,790,872

営業費用 3,424,074 870,751 4,294,825 169,524 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 501,647 △5,181 496,465 △169,944 326,521

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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【所在地別セグメント情報】 

（訂正前） 

前第１四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 16 年 11 月 30 日） 

 （省略） 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 716,452 314,776 2,157 1,033,386 ― 1,033,386

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
255,052 1,195 20,394 276,643 △276,643 ―

計 971,505 315,972 22,551 1,310,029 △276,643 1,033,386

営業費用 973,965 279,010 33,795 1,286,771 △229,256 1,057,515

営業利益又は営業損失（△） △2,460 36,961 △11,243 23,257 △47,386 △24,128

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,868,469 1,909,893 12,508 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,672,006 3,124 418,745 2,093,875 △2,093,875 ―

計 4,540,476 1,913,018 431,253 6,884,747 △2,093,875 4,790,872

営業費用 4,165,603 1,784,285 438,393 6,388,282 △1,923,931 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 374,872 128,733 △7,140 496,465 △169,944 326,521

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前第１四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 16 年 11 月 30 日） 

 （省略） 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 716,452 314,776 2,157 1,033,386 ― 1,033,386

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
252,621 1,195 20,394 274,212 △274,212 ―

計 969,074 315,972 22,551 1,307,598 △274,212 1,033,386

営業費用 971,535 279,010 33,795 1,284,340 △226,825 1,057,515

営業利益又は営業損失（△） △2,460 36,961 △11,243 23,257 △47,386 △24,128

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,868,469 1,909,893 12,508 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,671,586 3,124 418,745 2,093,456 △2,093,456 ―

計 4,540,056 1,913,018 431,253 6,884,328 △2,093,456 4,790,872

営業費用 4,165,183 1,784,285 438,393 6,387,862 △1,923,511 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 374,872 128,733 △7,140 496,465 △169,944 326,521

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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平成 18 年８月期 中間決算短信（連結） 平成 18 年４月 14 日発表 
 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前） 

前中間連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年２月 28 日） 

 （省略） 

 

当中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,917,432 454,090 2,371,522 ― 2,371,522

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
826,433 4,148 830,581 △830,581 ―

計 2,743,865 458,238 3,202,104 △830,581 2,371,522

営業費用 2,452,697 616,316 3,069,014 △734,044 2,334,969

営業利益又は営業損失（△） 291,168 △158,078 133,089 △96,536 36,553

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,925,590 865,281 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,093,586 288 2,093,875 △2,093,875 ―

計 6,019,177 865,569 6,884,747 △2,093,875 4,790,872

営業費用 5,517,530 870,751 6,388,282 △1,923,931 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 501,647 △5,181 496,465 △169,944 326,521

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前中間連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年２月 28 日） 

 （省略） 

 

当中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,917,432 454,090 2,371,522 ― 2,371,522

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
3,957 4,148 8,105 △8,105 ―

計 1,921,390 458,238 2,379,628 △8,105 2,371,522

営業費用 1,630,221 616,316 2,246,538 88,431 2,334,969

営業利益又は営業損失（△） 291,168 △158,078 133,089 △96,536 36,553

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,925,590 865,281 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
130 288 419 △419 ―

計 3,925,721 865,569 4,791,291 △419 4,790,872

営業費用 3,424,074 870,751 4,294,825 169,524 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 501,647 △5,181 496,465 △169,944 326,521

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 



- 14 - 

 

【所在地別セグメント情報】 

（訂正前） 

前中間連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年２月 28 日） 

 （省略） 

 

当中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,429,655 921,803 20,063 2,371,522 ― 2,371,522

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
794,415 2,282 33,883 830,581 △830,581 ―

計 2,224,070 924,086 53,947 3,202,104 △830,581 2,371,522

営業費用 2,159,369 833,452 76,191 3,069,014 △734,044 2,334,969

営業利益又は営業損失（△） 64,700 90,633 △22,244 133,089 △96,536 36,553

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,868,469 1,909,893 12,508 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,672,006 3,124 418,745 2,093,875 △2,093,875 ―

計 4,540,476 1,913,018 431,253 6,884,747 △2,093,875 4,790,872

営業費用 4,165,603 1,784,285 438,393 6,388,282 △1,923,931 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 374,872 128,733 △7,140 496,465 △169,944 326,521

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前中間連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年２月 28 日） 

 （省略） 

 

当中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,429,655 921,803 20,063 2,371,522 ― 2,371,522

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
788,129 2,282 33,883 824,295 △824,295 ―

計 2,217,785 924,086 53,947 3,195,818 △824,295 2,371,522

営業費用 2,153,084 833,452 76,191 3,062,728 △727,758 2,334,969

営業利益又は営業損失（△） 64,700 90,633 △22,244 133,089 △96,536 36,553

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,868,469 1,909,893 12,508 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,671,586 3,124 418,745 2,093,456 △2,093,456 ―

計 4,540,056 1,913,018 431,253 6,884,328 △2,093,456 4,790,872

営業費用 4,165,183 1,784,285 438,393 6,387,862 △1,923,511 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 374,872 128,733 △7,140 496,465 △169,944 326,521

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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平成 18 年８月期 第３四半期連結業績状況 平成 18 年７月 14 日発表 
 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年５月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,932,487 702,355 3,634,843 ― 3,634,843

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,733,139 ― 1,733,139 △1,733,139 ―

計 4,665,626 702,355 5,367,982 △1,733,139 3,634,843

営業費用 4,311,595 643,950 4,955,545 △1,578,253 3,377,291

営業利益又は営業損失（△） 354,031 58,405 412,436 △154,885 257,551

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,848,791 912,568 3,761,360 ― 3,761,360

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,190,736 5,680 1,196,416 △1,196,416 ―

計 4,039,527 918,248 4,957,776 △1,196,416 3,761,360

営業費用 3,601,978 1,048,734 4,650,713 △1,039,642 3,611,071

営業利益又は営業損失（△） 437,549 △130,486 307,063 △156,774 150,288

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,925,590 865,281 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,093,586 288 2,093,875 △2,093,875 ―

計 6,019,177 865,569 6,884,747 △2,093,875 4,790,872

営業費用 5,517,530 870,751 6,388,282 △1,923,931 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 501,647 △5,181 496,465 △169,944 326,521

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年５月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,932,487 702,355 3,634,843 ― 3,634,843

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― ― ― ― ―

計 2,932,487 702,355 3,634,843 ― 3,634,843

営業費用 2,578,455 643,950 3,222,406 154,885 3,377,291

営業利益又は営業損失（△） 354,031 58,405 412,436 △154,885 257,551

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,848,791 912,568 3,761,360 ― 3,761,360

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
6,735 5,680 12,415 △12,415 ―

計 2,855,526 918,248 3,773,775 △12,415 3,761,360

営業費用 2,417,977 1,048,734 3,466,712 144,358 3,611,071

営業利益又は営業損失（△） 437,549 △130,486 307,063 △156,774 150,288

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,925,590 865,281 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
130 288 419 △419 ―

計 3,925,721 865,569 4,791,291 △419 4,790,872

営業費用 3,424,074 870,751 4,294,825 169,524 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 501,647 △5,181 496,465 △169,944 326,521

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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【所在地別セグメント情報】 

（訂正前） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年５月 31 日） 

 （省略） 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,369,705 1,357,815 33,839 3,761,360 ― 3,761,360

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,158,051 3,472 34,892 1,196,416 △1,196,416 ―

計 3,527,756 1,361,287 68,731 4,957,776 △1,196,416 3,761,360

営業費用 3,322,596 1,222,549 105,567 4,650,713 △1,039,642 3,611,071

営業利益又は営業損失（△） 205,160 138,738 △36,835 307,063 △156,774 150,288

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,868,469 1,909,893 12,508 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,672,006 3,124 418,745 2,093,875 △2,093,875 ―

計 4,540,476 1,913,018 431,253 6,884,747 △2,093,875 4,790,872

営業費用 4,165,603 1,784,285 438,393 6,388,282 △1,923,931 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 374,872 128,733 △7,140 496,465 △169,944 326,521

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年５月 31 日） 

 （省略） 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,369,705 1,357,815 33,839 3,761,360 ― 3,761,360

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,145,636 3,472 34,892 1,184,001 △1,184,001 ―

計 3,515,341 1,361,287 68,731 4,945,361 △1,184,001 3,761,360

営業費用 3,310,181 1,222,549 105,567 4,638,298 △1,027,227 3,611,071

営業利益又は営業損失（△） 205,160 138,738 △36,835 307,063 △156,774 150,288

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,868,469 1,909,893 12,508 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,671,586 3,124 418,745 2,093,456 △2,093,456 ―

計 4,540,056 1,913,018 431,253 6,884,328 △2,093,456 4,790,872

営業費用 4,165,183 1,784,285 438,393 6,387,862 △1,923,511 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 374,872 128,733 △7,140 496,465 △169,944 326,521

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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平成 18 年８月期 決算短信（連結） 平成 18 年 10 月 13 日発表 
 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前） 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,925,590 865,281 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,093,586 288 2,093,875 △2,093,875 ―

計 6,019,177 865,569 6,884,747 △2,093,875 4,790,872

営業費用 5,517,530 870,751 6,388,282 △1,923,931 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 501,647 △5,181 496,465 △169,944 326,521

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
 

（省略） 

  

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,486,773 9,552 1,496,325 △1,496,325 ―

計 5,308,186 1,351,193 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,813,501 1,526,293 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
 

（省略） 

  

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,925,590 865,281 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
130 288 419 △419 ―

計 3,925,721 865,569 4,791,291 △419 4,790,872

営業費用 3,424,074 870,751 4,294,825 169,524 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 501,647 △5,181 496,465 △169,944 326,521

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
 

（省略） 

  

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
7,537 9,552 17,089 △17,089 ―

計 3,828,950 1,351,193 5,180,143 △17,089 5,163,054

営業費用 3,334,265 1,526,293 4,860,558 178,420 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
 

（省略） 

  

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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【所在地別セグメント情報】 

（訂正前） 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 2,868,469 1,909,893 12,508 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,672,006 3,124 418,745 2,093,875 △2,093,875 ―

計 4,540,476 1,913,018 431,253 6,884,747 △2,093,875 4,790,872

営業費用 4,165,603 1,784,285 438,393 6,388,282 △1,923,931 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 374,872 128,733 △7,140 496,465 △169,944 326,521

Ⅱ 資産 （省略） 

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,449,892 4,422 42,010 1,496,325 △1,496,325 ―

計 4,888,307 1,661,346 109,725 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,650,298 1,532,490 157,006 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

Ⅱ 資産 （省略） 

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 2,868,469 1,909,893 12,508 4,790,872 ― 4,790,872

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,671,586 3,124 418,745 2,093,456 △2,093,456 ―

計 4,540,056 1,913,018 431,253 6,884,328 △2,093,456 4,790,872

営業費用 4,165,183 1,784,285 438,393 6,387,862 △1,923,511 4,464,350

営業利益又は営業損失（△） 374,872 128,733 △7,140 496,465 △169,944 326,521

Ⅱ 資産 （省略） 

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,433,251 4,422 42,010 1,479,684 △1,479,684 ―

計 4,871,666 1,661,346 109,725 6,642,738 △1,479,684 5,163,054

営業費用 4,633,656 1,532,490 157,006 6,323,153 △1,284,174 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

Ⅱ 資産 （省略） 

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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平成 19 年８月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 平成 19 年 1 月 12 日発表 
 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前） 

前第１四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 804,877 228,508 1,033,386 ― 1,033,386

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
274,023 2,620 276,643 △276,643 ―

計 1,078,900 231,128 1,310,029 △276,643 1,033,386

営業費用 978,115 308,656 1,286,771 △229,256 1,057,515

営業利益又は営業損失（△） 100,785 △77,528 23,257 △47,386 △24,128

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 18 年 11 月 30 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,066,815 214,850 1,281,666 ― 1,281,666

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
429,080 135 429,215 △429,215 ―

計 1,495,896 214,985 1,710,882 △429,215 1,281,666

営業費用 1,345,375 269,551 1,614,926 △377,096 1,237,829

営業利益又は営業損失（△） 150,521 △54,565 95,956 △52,119 43,836

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,486,773 9,552 1,496,325 △1,496,325 ―

計 5,308,186 1,351,193 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,813,501 1,526,293 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前第１四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 804,877 228,508 1,033,386 ― 1,033,386

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,630 2,620 4,250 △4,250 ―

計 806,508 231,128 1,037,637 △4,250 1,033,386

営業費用 705,722 308,656 1,014,379 43,135 1,057,515

営業利益又は営業損失（△） 100,785 △77,528 23,257 △47,386 △24,128

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 18 年 11 月 30 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,066,815 214,850 1,281,666 ― 1,281,666

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
350 135 485 △485 ―

計 1,067,166 214,985 1,282,152 △485 1,281,666

営業費用 916,645 269,551 1,186,196 51,633 1,237,829

営業利益又は営業損失（△） 150,521 △54,565 95,956 △52,119 43,836

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
7,537 9,552 17,089 △17,089 ―

計 3,828,950 1,351,193 5,180,143 △17,089 5,163,054

営業費用 3,334,265 1,526,293 4,860,558 178,420 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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【所在地別セグメント情報】 

（訂正前） 

前第１四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 716,452 314,776 2,157 1,033,386 ― 1,033,386

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
255,052 1,195 20,394 276,643 △276,643 ―

計 971,505 315,972 22,551 1,310,029 △276,643 1,033,386

営業費用 973,965 279,010 33,795 1,286,771 △229,256 1,057,515

営業利益又は営業損失（△） △2,460 36,961 △11,243 23,257 △47,386 △24,128

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 18 年 11 月 30 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 823,111 238,083 220,471 1,281,666 ― 1,281,666

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
380,589 4,042 44,584 429,215 △429,215 ―

計 1,203,701 242,125 265,055 1,710,882 △429,215 1,281,666

営業費用 1,121,978 234,617 258,330 1,614,926 △377,096 1,237,829

営業利益又は営業損失（△） 81,723 7,507 6,725 95,956 △52,119 43,836

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,449,892 4,422 42,010 1,496,325 △1,496,325 ―

計 4,888,307 1,661,346 109,725 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,650,298 1,532,490 157,006 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前第１四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 716,452 314,776 2,157 1,033,386 ― 1,033,386

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
252,621 1,195 20,394 274,212 △274,212 ―

計 969,074 315,972 22,551 1,307,598 △274,212 1,033,386

営業費用 971,535 279,010 33,795 1,284,340 △226,825 1,057,515

営業利益又は営業損失（△） △2,460 36,961 △11,243 23,257 △47,386 △24,128

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 18 年 11 月 30 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 823,111 238,083 220,471 1,281,666 ― 1,281,666

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
380,103 4,042 44,584 428,729 △428,729 ―

計 1,203,215 242,125 265,055 1,710,396 △428,729 1,281,666

営業費用 1,121,492 234,617 258,330 1,614,440 △376,610 1,237,829

営業利益又は営業損失（△） 81,723 7,507 6,725 95,956 △52,119 43,836

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,433,251 4,422 42,010 1,479,684 △1,479,684 ―

計 4,871,666 1,661,346 109,725 6,642,738 △1,479,684 5,163,054

営業費用 4,633,656 1,532,490 157,006 6,323,153 △1,284,174 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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平成 19 年８月期 中間決算短信（連結） 平成 19 年４月 13 日発表 
 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前） 

前中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,917,432 454,090 2,371,522 ― 2,371,522

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
826,433 4,148 830,581 △830,581 ―

計 2,743,865 458,238 3,202,104 △830,581 2,371,522

営業費用 2,452,697 616,316 3,069,014 △734,044 2,334,969

営業利益又は営業損失（△） 291,168 △158,078 133,089 △96,536 36,553

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当中間連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年２月 28 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,066,281 452,486 2,518,768 ― 2,518,768

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
822,857 9,358 832,215 △832,215 ―

計 2,889,139 461,844 3,350,983 △832,215 2,518,768

営業費用 2,663,232 584,182 3,247,415 △740,704 2,506,710

営業利益又は営業損失（△） 225,906 △122,338 103,568 △91,510 12,057

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,486,773 9,552 1,496,325 △1,496,325 ―

計 5,308,186 1,351,193 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,813,501 1,526,293 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,917,432 454,090 2,371,522 ― 2,371,522

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
3,957 4,148 8,105 △8,105 ―

計 1,921,390 458,238 2,379,628 △8,105 2,371,522

営業費用 1,630,221 616,316 2,246,538 88,431 2,334,969

営業利益又は営業損失（△） 291,168 △158,078 133,089 △96,536 36,553

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当中間連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年２月 28 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,066,281 452,486 2,518,768 ― 2,518,768

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
866 9,358 10,224 △10,224 ―

計 2,067,148 461,844 2,528,992 △10,224 2,518,768

営業費用 1,841,241 584,182 2,425,424 81,286 2,506,710

営業利益又は営業損失（△） 225,906 △122,338 103,568 △91,510 12,057

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
7,537 9,552 17,089 △17,089 ―

計 3,828,950 1,351,193 5,180,143 △17,089 5,163,054

営業費用 3,334,265 1,526,293 4,860,558 178,420 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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【所在地別セグメント情報】 

（訂正前） 

前中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,429,655 921,803 20,063 2,371,522 ― 2,371,522

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
794,415 2,282 33,883 830,581 △830,581 ―

計 2,224,070 924,086 53,947 3,202,104 △830,581 2,371,522

営業費用 2,159,369 833,452 76,191 3,069,014 △734,044 2,334,969

営業利益又は営業損失（△） 64,700 90,633 △22,244 133,089 △96,536 36,553

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

当中間連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年２月 28 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,618,754 477,456 422,557 2,518,768 ― 2,518,768

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
757,661 10,635 63,918 832,215 △832,215 ―

計 2,376,415 488,091 486,475 3,350,983 △832,215 2,518,768

営業費用 2,287,904 487,023 472,487 3,247,415 △740,704 2,506,710

営業利益又は営業損失（△） 88,511 1,068 13,988 103,568 △91,510 12,057

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,449,892 4,422 42,010 1,496,325 △1,496,325 ―

計 4,888,307 1,661,346 109,725 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,650,298 1,532,490 157,006 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前中間連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年２月 28 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,429,655 921,803 20,063 2,371,522 ― 2,371,522

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
788,129 2,282 33,883 824,295 △824,295 ―

計 2,217,785 924,086 53,947 3,195,818 △824,295 2,371,522

営業費用 2,153,084 833,452 76,191 3,062,728 △727,758 2,334,969

営業利益又は営業損失（△） 64,700 90,633 △22,244 133,089 △96,536 36,553

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

当中間連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年２月 28 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,618,754 477,456 422,557 2,518,768 ― 2,518,768

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
747,901 10,635 63,918 822,455 △822,455 ―

計 2,366,655 488,091 486,475 3,341,223 △822,455 2,518,768

営業費用 2,278,144 487,023 472,487 3,237,655 △730,944 2,506,710

営業利益又は営業損失（△） 88,511 1,068 13,988 103,568 △91,510 12,057

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,433,251 4,422 42,010 1,479,684 △1,479,684 ―

計 4,871,666 1,661,346 109,725 6,642,738 △1,479,684 5,163,054

営業費用 4,633,656 1,532,490 157,006 6,323,153 △1,284,174 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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平成 19 年８月期 第３四半期連結業績状況 平成 19 年７月 11 日発表 
 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,848,791 912,568 3,761,360 ― 3,761,360

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,190,736 5,680 1,196,416 △1,196,416 ―

計 4,039,527 918,248 4,957,776 △1,196,416 3,761,360

営業費用 3,601,978 1,048,734 4,650,713 △1,039,642 3,611,071

営業利益又は営業損失（△） 437,549 △130,486 307,063 △156,774 150,288

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年５月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,446,275 1,069,035 4,515,311 ― 4,515,311

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,137,420 12,383 1,149,803 △1,149,803 ―

計 4,583,695 1,081,418 5,665,114 △1,149,803 4,515,311

営業費用 4,109,384 1,229,799 5,339,183 △1,005,917 4,333,266

営業利益又は営業損失（△） 474,311 △148,380 325,930 △143,885 182,045

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,486,773 9,552 1,496,325 △1,496,325 ―

計 5,308,186 1,351,193 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,813,501 1,526,293 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,848,791 912,568 3,761,360 ― 3,761,360

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
6,735 5,680 12,415 △12,415 ―

計 2,855,526 918,248 3,773,775 △12,415 3,761,360

営業費用 2,417,977 1,048,734 3,466,712 144,358 3,611,071

営業利益又は営業損失（△） 437,549 △130,486 307,063 △156,774 150,288

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年５月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,446,275 1,069,035 4,515,311 ― 4,515,311

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,982 12,383 14,365 △14,365 ―

計 3,448,258 1,081,418 4,529,677 △14,365 4,515,311

営業費用 2,973,947 1,229,799 4,203,746 129,519 4,333,266

営業利益又は営業損失（△） 474,311 △148,380 325,930 △143,885 182,045

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
7,537 9,552 17,089 △17,089 ―

計 3,828,950 1,351,193 5,180,143 △17,089 5,163,054

営業費用 3,334,265 1,526,293 4,860,558 178,420 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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【所在地別セグメント情報】 

（訂正前） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,369,705 1,357,815 33,839 3,761,360 ― 3,761,360

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,158,051 3,472 34,892 1,196,416 △1,196,416 ―

計 3,527,756 1,361,287 68,731 4,957,776 △1,196,416 3,761,360

営業費用 3,322,596 1,222,549 105,567 4,650,713 △1,039,642 3,611,071

営業利益又は営業損失（△） 205,160 138,738 △36,835 307,063 △156,774 150,288

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年５月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,250,285 791,076 473,950 4,515,311 ― 4,515,311

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,062,235 11,168 76,399 1,149,803 △1,149,803 ―

計 4,312,520 802,245 550,349 5,665,114 △1,149,803 4,515,311

営業費用 4,004,703 784,580 549,900 5,339,183 △1,005,917 4,333,266

営業利益又は営業損失（△） 307,817 17,664 448 325,930 △143,885 182,045

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,449,892 4,422 42,010 1,496,325 △1,496,325 ―

計 4,888,307 1,661,346 109,725 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,650,298 1,532,490 157,006 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,369,705 1,357,815 33,839 3,761,360 ― 3,761,360

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,145,636 3,472 34,892 1,184,001 △1,184,001 ―

計 3,515,341 1,361,287 68,731 4,945,361 △1,184,001 3,761,360

営業費用 3,310,181 1,222,549 105,567 4,638,298 △1,027,227 3,611,071

営業利益又は営業損失（△） 205,160 138,738 △36,835 307,063 △156,774 150,288

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年５月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,250,285 791,076 473,950 4,515,311 ― 4,515,311

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,048,333 11,168 76,399 1,135,901 △1,135,901 ―

計 4,298,618 802,245 550,349 5,651,213 △1,135,901 4,515,311

営業費用 3,990,801 784,580 549,900 5,325,282 △992,015 4,333,266

営業利益又は営業損失（△） 307,817 17,664 448 325,930 △143,885 182,045

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,433,251 4,422 42,010 1,479,684 △1,479,684 ―

計 4,871,666 1,661,346 109,725 6,642,738 △1,479,684 5,163,054

営業費用 4,633,656 1,532,490 157,006 6,323,153 △1,284,174 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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平成 19 年８月期 決算短信（連結） 平成 19 年 10 月 12 日発表 
 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前） 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,486,773 9,552 1,496,325 △1,496,325 ―

計 5,308,186 1,351,193 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,813,501 1,526,293 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
 

（省略） 

  

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 4,495,023 1,509,009 6,004,033 ― 6,004,033

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,391,189 12,958 1,404,147 △1,404,147 ―

計 5,886,212 1,521,968 7,408,181 △1,404,147 6,004,033

営業費用 5,312,426 1,717,010 7,029,436 △1,215,948 5,813,488

営業利益又は営業損失（△） 573,785 △195,041 378,744 △188,199 190,544

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
 

（省略） 

  

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
7,537 9,552 17,089 △17,089 ―

計 3,828,950 1,351,193 5,180,143 △17,089 5,163,054

営業費用 3,334,265 1,526,293 4,860,558 178,420 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
 

（省略） 

  

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年８月 31 日） 

 
半導体・液晶 

関連事業 

研究機関・大学

関連事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 4,495,023 1,509,009 6,004,033 ― 6,004,033

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
3,650 12,958 16,608 △16,608 ―

計 4,498,674 1,521,968 6,020,642 △16,608 6,004,033

営業費用 3,924,888 1,717,010 5,641,898 171,590 5,813,488

営業利益又は営業損失（△） 573,785 △195,041 378,744 △188,199 190,544

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
 

（省略） 

  

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 （省略） 
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【所在地別セグメント情報】 

（訂正前） 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,449,892 4,422 42,010 1,496,325 △1,496,325 ―

計 4,888,307 1,661,346 109,725 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,650,298 1,532,490 157,006 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

Ⅱ 資産 （省略） 

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 4,478,093 993,773 532,165 6,004,033 ― 6,004,033

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,269,060 12,760 122,327 1,404,147 △1,404,147 ―

計 5,747,153 1,006,534 654,492 7,408,181 △1,404,147 6,004,033

営業費用 5,372,438 997,687 659,311 7,029,436 △1,215,948 5,813,488

営業利益又は営業損失（△） 374,715 8,846 △4,818 378,744 △188,199 190,544

Ⅱ 資産 （省略） 

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 
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（訂正後） 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,433,251 4,422 42,010 1,479,684 △1,479,684 ―

計 4,871,666 1,661,346 109,725 6,642,738 △1,479,684 5,163,054

営業費用 4,633,656 1,532,490 157,006 6,323,153 △1,284,174 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

Ⅱ 資産 （省略） 

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

当連結会計年度（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年８月 31 日） 

 日本 米国 欧州 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 4,478,093 993,773 532,165 6,004,033 ― 6,004,033

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,252,915 12,760 122,327 1,388,002 △1,388,002 ―

計 5,731,009 1,006,534 654,492 7,392,036 △1,388,002 6,004,033

営業費用 5,356,293 997,687 659,311 7,013,292 △1,199,803 5,813,488

営業利益又は営業損失（△） 374,715 8,846 △4,818 378,744 △188,199 190,544

Ⅱ 資産 （省略） 

注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

 （省略） 

 

 

以  上 


