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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31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、対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％   　円 銭

通　　　期 6,800 △12.7 160 △20.9 110 100 － 19 66

※平成19年11月16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 : 有

［（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３四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

15.4
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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３四半期の業績は、事業再編の効果もあり、受注については、電子部品・計測器及びダイヤモ

　ール子会社の販売が堅調に推移したことにより、国内半導体製造装置事業の休止による影響が軽微に留まり

　上計上基準の変更の影響により、当初予想及び前年同期実績を下回りました。この結果、当第３四半期の売

２. 連結財政状態に関する定性的情報
　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。

 (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1,275百万円減少の4,626百万円、自己資本は95百万円減少の

  1,794百万円となりました。自己資本比率は前連結会計年度末の32.0％から38.8％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392百万円の減少、受取手形及び売掛金960百万円の減少で

　あります。

　負債は1,179百万円減少し、減少の主なものとしては、１年以内償還予定社債180百万円の減少、短期借

  入金1,259百万円の減少、社債80百万円の減少、長期借入金162百万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349百万円減少し、

  1,542百万円となりました。

（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858百万円や、たな卸資産の増加235百万円、仕入

　債務の増加640百万円などにより、当第３四半期は1,137百万円の増加（前年同期は869百万円の増加）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、関係会社の売却161百万円や、投資有価証券の売却60百万円、長期

　貸付金の回収54百万円などにより、当第３四半期は196百万円の増加（前年同期は73百万円の増加）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、短期借入金の純減少1,259百万円や、社債償還260百万円、長期借

  入金の返済162百万円などにより、当第３四半期は1,682百万円の減少（前年同期は1,072百万円の減少）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11月16日に公表しました業績予想に変更はありません。

　年同期は純損失693百万円）となりました。

　ンド関連事業を含む理化学機器分野において前年同期実績を上回り、半導体製造装置については、シンガポ

　ました。しかしながら、売上については、主としてダイヤモンド成膜装置の顧客要請による出荷調整及び売

　上高は4,346百万円(前年同期比11.6％減)、営業損失は25百万円（前年同期は営業利益21百万円）、経常損

　失は49百万円（前年同期は経常損失55百万円）となりました。また、四半期（当期）純損失は12百万円（前

－ 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）

　 

   また、当中間会計期間からダイヤモンド成膜装置の売上計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準 

   に変更しております。この変更は、同装置の高度化、個別仕様による特殊化等により、出荷日から設

   置完了までの期間が長期化する傾向にあることから、期間損益の正確性を高めることを目的として行

   ったものです。

 　この結果、従来と同一の基準によった場合と比較し､売上高は95百万円の減少、営業利益、経常利益、

　 税金等調整前四半期（当期）純利益はそれぞれ30百万円減少しております。
   

 (3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　 引当金の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。

   費が66百万円減少し、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期（当期）純利益がそれぞれ25百万円

   増加致しました。また、商品は73百万円の減少、原材料は202百万円の減少、製品は79百万円の増加、

   仕掛品は221百万円の増加となっております。

　 該当事項はありません。

   た同装置を製品ないし仕掛品として表示し、それぞれ個別法による原価法により評価しております。

   この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して売上原価が41百万円増加、販売費及び一般管理

   国内半導体事業の休止に伴う事業再編の結果、ダイヤモンド成膜装置の全社に占める重要性が増加傾

   向にあるため、同装置については当中間会計期間より、適正な期間損益を算定することを目的に原価

   計算制度を導入しております。この導入により、これまで商品ないし原材料として表示しておりまし

 (2）会計処理の方法における簡便な方法の採用　

－ 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３四半期末)

(平成20年３月期
第３四半期末)

(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 1,490,687 1,542,143 1,934,637

　２　受取手形及び売掛金 1,538,566 1,380,234 2,340,976

　３　たな卸資産 1,328,121 769,478 540,908

　４　繰延税金資産 16,393 42,574 13,293

　５　その他 585,004 354,180 385,462

　６　貸倒引当金 △27,215 △16,901 △11,925

流動資産合計 4,931,556 4,071,709 △859,847 △17.4 5,203,352

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

 　(1) 建物 118,143 67,072 71,259

   (2) 機械装置及び運搬具 16,956 360 995

   (3) 工具器具及び備品 161,013 151,803 156,702

   (4) 土地 684 684 684

有形資産合計 296,797 219,920 △76,877 △25.9 229,641

　２　無形固定資産 6,469 6,088 △380 △5.9 6,046

　３　投資その他の資産

 　(1) 投資有価証券 458,363 265,989 357,102

 　(2) 長期貸付金 151,874 75,293 130,600

 　(3) 敷金・保証金 54,574 38,999 52,398

   (4) 繰延税金資産 11,868 － －

   (5) その他 79,090 22,893 62,826

   (6) 貸倒引当金 △125,027 △74,343 △140,298

投資その他の資産合計 630,743 328,831 △301,911 △47.9 462,629

固定資産合計 934,009 554,840 △379,169 △40.6 698,317

資産合計 5,865,566 4,626,549 △1,239,016 △21.1 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３四半期末)

(平成20年３月期
第３四半期末)

(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 609,475 948,363 444,204

  ２　一年以内償還予定社債 640,000 160,000 340,000

  ３　短期借入金 1,175,288 381,400 1,641,035

  ４　未払法人税等 7,335 9,096 12,537

　５　その他 232,105 318,056 271,470

流動負債合計 2,664,204 1,816,916 △847,287 △31.8 2,709,247

Ⅱ　固定負債

　１　社債 400,000 240,000 320,000

　２　長期借入金 330,000 331,300 493,600

　３　繰延税金負債 － 31,161 38,655

　４　退職給付引当金 372,889 341,810 374,063

　５　役員退職慰労引当金 72,684 65,748 76,388

　６　その他 － 5,603 －

固定負債合計 1,175,573 1,015,623 △159,950 △13.6 1,302,707

負債合計 3,839,778 2,832,540 △1,007,238 △26.2 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 △494,897 △37.6 1,316,800

  ３　利益剰余金 △360,876 △11,822 349,053 △96.7 △494,005

  ４　自己株式 △16,632 △16,919 △286 1.7 △16,662

　　　　　株主資本合計 1,852,691 1,706,561 △146,129 △7.9 1,719,531

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額金 95,036 57,771 △37,265 △39.2 98,724

  ２　繰延ヘッジ損益 76,450 30,942 △45,508 △59.5 67,581

  ３　為替換算調整勘定 1,609 △1,266 △2,875 △178.6 3,878

　　　　　評価・換算差額等合計 173,096 87,447 △85,649 △49.4 170,184

　　　純資産合計 2,025,788 1,794,009 △231,778 △11.4 1,889,716

負債・純資産合計 5,865,566 4,626,549 △1,239,016 △21.1 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３四半期)
(平成20年３月期

第３四半期)
(平成19年３月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ　売上高 4,918,628 4,346,933 △571,695 △11.6 7,788,838

Ⅱ　売上原価 3,491,433 3,168,694 △322,738 △9.2 5,732,236

　　　売上総利益 1,427,195 1,178,238 △248,956 △17.4 2,056,601

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,405,585 1,204,110 △201,474 △14.3 1,854,339

　　　営業利益又は
　　　営業損失（△）

21,609 △25,872 △47,481 － 202,262

Ⅳ　営業外収益 24,253 37,995 13,741 56.7 31,803

　１　受取利息 15,325 11,817 21,780

　２　受取配当金 2,516 4,018 2,661

　３　受取手数料 － 14,134 －

　４　その他 6,410 8,025 7,360

Ⅴ　営業外費用 101,608 61,194 △40,413 △39.8 138,746

　１　支払利息 40,523 23,832 48,973

　２　持分法による投資損失 31,919 － 33,935

　３　為替差損 6,009 22,262 15,236

　４　支払手数料 － － 22,029

　５　支払保証料 － － 10,274

　６　その他 23,155 15,098 8,295

　　　経常利益又は
　　　経常損失（△）

△55,744 △49,070 6,673 － 95,319

Ⅵ　特別利益 7,306 94,094 86,787 1,187.90 7,465

　１　貸倒引当金戻入益 6,518 59,347 5,647

　２　投資有価証券売却益 － 34,526 －

　３　固定資産売却益 788 220 1,818

Ⅶ　特別損失 506,476 26,933 △479,543 △ 94.7 725,571

　１　貸倒引当金繰入額 140,814 － 139,338

　２　投資有価証券評価損 269,538 1,591 186,964

　３　事業撤退損失 － － 328,256

　４　たな卸資産評価損 90,861 － 59,023

　５　固定資産除却損 3,752 116 10,480

　６　関係会社株式売却損 － 25,225 －

　７　減損損失 1,507 － 1,507

    税金等調整前四半期
　　(当期)純利益又は
    純損失（△）

△554,914 18,090 573,004 － △622,785

　　税金費用 138,749 30,804 △107,944 △ 77.8 204,007

　  四半期（当期）純損失 693,663 12,713 △680,951 － 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３四半期） （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 △693,663 △693,663

自己株式の取得 △96 △96

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 － － △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

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 △693,663

自己株式の取得 △96

株主資本以外の項目の
四半期中の変動額(純額)

△25,373 76,450 8,478 59,555 59,555

四半期中の変動額合計 △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

当四半期（平成20年３月期第３四半期） （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 △12,713 △12,713

自己株式の取得 △256 △256

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 － △494,897 482,183 △256 △12,970

平成19年12月31日残高 913,400 821,903 △11,822 △16,919 1,706,561

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 △12,713

自己株式の取得 △256

株主資本以外の項目の
四半期中の変動額(純額)

△40,952 △36,639 △5,144 △82,736 △82,736

四半期中の変動額合計 △40,952 △36,639 △5,144 △82,736 △95,706

平成19年12月31日残高 57,771 30,942 △1,266 87,447 1,794,009

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３四半期)

(平成20年３月期
第３四半期)

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)
      純利益又は純損失（△）

△554,914 18,090 △622,785

　　　減価償却費 69,836 50,368 93,853
　　　減損損失 1,507 － 1,507
　　　貸倒引当金の増減額（△は減少） 108,326 △59,356 108,307
　　　退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,580 △29,372 7,753
　　　役員退職慰労引当金の増減額 8,671 2,830 12,375
　　　受取利息及び受取配当金 △17,842 △15,836 △24,442
　　　支払利息 40,523 23,832 48,973
　　　投資有価証券売却益 － △34,526 －
　　　持分法による投資損益 31,919 － 33,935
　　　投資有価証券評価損 269,538 1,591 186,964
　　　関係会社株式売却損 － 25,225 －
      固定資産売却益 △788 △220 △1,818
      固定資産除却損 3,752 116 10,480
      事業撤退損失 － － 234,295
      たな卸資産評価損 90,861 － 59,023
　　　売上債権の増減額 2,016,094 858,478 1,229,523
　　　たな卸資産の増減額（△は増加） △403,434 △235,747 341,744
　　　仕入債務の増減額（△は減少） △799,693 640,280 △702,339
　　　その他流動資産の増減額（△は増加） 50,095 △86,215 13,062
　　　その他固定資産の増減額 6,434 632 4,938
　　　その他流動負債の増減額（△は減少） △18,875 9,940 1,457
　　　役員賞与の支払額 △1,000 － △1,000
　　　　小計 907,593 1,170,110 1,035,810
　　　利息及び配当金の受取額 17,842 15,836 24,442
　　　利息の支払額 △38,948 △29,570 △45,760
　　　法人税等の支払額 △16,590 △18,542 △20,228
　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 869,897 1,137,833 994,263
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 △9,004 △6,017 △12,007
　　　定期預金の払戻による収入 100,000 － 100,000
　　　投資有価証券の取得による支出 △3,445 △8,770 △4,347
　　　投資有価証券の売却による収入 － 60,696 94,622

　　　連結範囲の変更に伴う子会社株式の
　　　売却による収入

－ 161,201 －

　　　長期貸付金の回収による収入 7,627 54,217 8,151
　　　有形固定資産の取得による支出 △22,436 △61,155 △48,752
　　　有形固定資産の売却による収入 3,176 272 4,185
　　　その他投資等の増減額（△は増加） △2,204 △3,468 △203
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 73,712 196,976 141,648
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） △364,712 △1,259,630 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 △530,000 △162,300 △560,000
　　　社債償還による支出 △140,000 △260,000 △520,000
　　　自己株式の取得による支出 △96 △256 △125
　　　配当金の支払額 △37,952 △133 △37,960
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,072,760 △1,682,320 △823,450
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3,832 △1,959 3,166
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △125,318 △349,470 315,628
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 1,450,666 1,542,143 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３四半期）
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 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 4,897,018

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

当四半期（平成20年３月期第３四半期）
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 1,997,294 1,083,487 1,266,151 4,346,933 4,346,933

 (2) セグメント間の内部売上
　　　高又は振替高

－ － － － －

計 1,997,294 1,083,487 1,266,151 4,346,933 － 4,346,933

営業費用 1,920,297 925,016 1,193,202 4,038,515 4,372,805

営業利益又は営業損失(△) 76,997 158,470 72,949 308,417 △25,872

（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。

－ 

(－)

334,289

－ 

(－)

－ 

290,700

395,865 

(395,865)

　　　　（単位：千円）

　　　　（単位：千円）

　　　　（単位：千円）

(334,289)

－ 

(－)

－ 

(290,700)

－ １１ －


