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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 31,291 ― 94 ― 345 ― △165 ―

20年3月期第1四半期 50,244 34.3 5,686 259.7 5,703 335.2 3,032 347.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △1.61 △1.54

20年3月期第1四半期 29.16 27.86

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

21年3月期第1四半期 186,732 109,422 58.5 1,062.45
20年3月期 203,057 109,971 54.1 1,067.66

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  109,331百万円 20年3月期  109,883百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 66,700 ― △2,860 ― △3,000 ― △1,800 ― △17.49

通期 166,000 △16.2 5,800 △65.7 5,500 △70.1 3,300 △72.0 32.07

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  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。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年４月24日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  105,221,259株 20年3月期  105,221,259株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,316,069株 20年3月期  2,301,147株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  102,914,565株 20年3月期第1四半期  103,975,770株



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

　当第１四半期の当社グループを取り巻く事業環境は、前期から顕著となった第３世代携帯電話設備投資の減少、地

上デジタル放送関連投資の規模の小型化、半導体設備投資の大幅な抑制などの傾向が続きました。

　このような状況の中で当社グループの経営成績は、受注高は、35,216百万円（前年同期比43.4％減）、売上高は

31,291百万円（前年同期比37.7％減）、営業利益は94百万円（前年同期比98.3％減）、経常利益は345百万円（前年同

期比93.9％減）、四半期純損失は165百万円（前年同四半期は純利益3,032百万円）となりました。

当第1四半期のセグメント別営業状況は次の通りです。

【通信・情報システム】

　通信・情報システム部門（移動体通信システム、公共通信システム、情報処理システム等）では、無線パケット通

信機の大幅な投資減少などにより売上高は10,026百万円で、前年同四半期に比べ5,235百万円(34.3％)減少しました。

売上高の減少により営業損失は971百万円（前年同四半期は営業利益255百万円）となりました。

【放送・映像システム】

　放送・映像システム部門（放送システム、映像監視システム、ＣＡＴＶ、アンテナ等）では、地上デジタル放送の

基地局関連投資が一巡したことなどから、売上高は、9,674百万円で、前年同四半期に比べ1,785百万円(15.6％)減少

しました。営業損失は79百万円（前年同四半期は営業利益46百万円）となりました。

【半導体製造システム】

　半導体製造システム部門（バッチＱＴＡＴ装置、バッチ酸化・拡散／ＬＰＣＶＤ装置等）では前期後半から続いて

いる半導体市況の低迷により売上高は11,590百万円で、前年同四半期に比べ11,931百万円(50.7％)減少しました。営

業利益は1,139百万円で、前年同四半期に比べ4,244百万円（78.8%）減少しました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて16,325百万円減少し、186,732百万円となりました。流動資

産は、売掛金の回収等により、前連結会計年度末に比べて15,523百万円減少し、140,880百万円となりました。固定資

産は、前連結会計年度末に比べて801百万円減少し、45,851百万円となりました。

　当第1四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べて15,776百万円減少し、77,309百万円となりました。これは主に、

前連結会計年度の期末に集中した仕入高に対する支払いにより、支払手形及び買掛金が10,564百万円減少したことに

よるものであります。

　当第1四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べて548百万円減少し、109,422百万円となりました。

　この結果自己資本比率は58.5％と当第1四半期において4.4ポイント改善しました。

 



３．連結業績予想に関する定性的情報

 （１）平成21年３月期第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

半導体製造システム分野において、昨年末より顕著となった大手メモリーメーカーの設備投資抑制がいっそう厳し

い状況となりました。また通信・情報システム分野においても、無線パケット通信機や海外向け携帯電話基地局関

連装置の売上が当初予想を下回る見込みであります。

これらにより平成21年３月期第２四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経常利益及び四半期純利益とも、前回

発表の連結業績予想値を下回る見込みとなりました。

　（２）平成21年３月期 通期　(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

半導体製造システム分野において、大手メモリーメーカーの投資再開時期が当初予想より遅れる見通しであること、

また通信・情報システム分野は下半期も厳しい状況が継続すると予想しており、第２四半期連結累計期間の業績予

想修正も踏まえ、通期連結業績予想を修正いたします。

　  

　　なお、平成20年４月24日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想との差異は以下

の通りです。　

（第２四半期連結累計期間）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 75,300 1,100 650 390 3 79

今回修正予想（Ｂ） 66,700 △2,860 △3,000 △1,800 △17 49

増減額（Ｂ－Ａ） △8,600 △3,960 △3,650 △2,190 △21 28

増減率（％） △11.4 － － －  －

前中間期実績 98,123 9,307 9,553 6,208 59 72

（通期）

 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

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 181,000 11,000 11,000 6,600 64 13

今回修正予想（Ｂ） 166,000 5,800 5,500 3,300 32 07

増減額（Ｂ－Ａ） △15,000 △5,200 △5,500 △3,300 △32 06

増減率（％） △8.3 △47.3 △50.0 △50.0  －

前期実績 197,983 16,933 18,405 11,804 113 72



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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

固定資産の減価償却費の算定等、影響額が僅少なものについては一部簡便な会計処理を採用しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（会計処理の変更）

　　　　①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　　　②　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

　　　　③　従来、在外子会社等の収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より、期中平均相場により円貨換算する方法に変更しております。この変更は、一時的

な為替相場の変動による期間損益への影響を排除し、在外子会社等の業績をより実態に合わせて適正な期間

損益計算を行うために実施するものであります。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

　　　　④　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方

法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。リース取引開

始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

　　　　①　当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、

資産の利用状況を見直しした結果、当連結会計年度より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用し

ております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,834 25,905

グループ内預入金 29,714 25,613

受取手形及び売掛金 36,988 56,932

製品 12,228 10,963

半製品 114 89

原材料 8,156 7,260

貯蔵品 13 36

仕掛品 21,404 21,636

繰延税金資産 7,094 6,769

その他 1,372 1,253

貸倒引当金 △40 △55

流動資産合計 140,880 156,404

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,164 14,495

機械装置及び運搬具（純額） 2,973 3,038

土地 5,552 5,551

建設仮勘定 302 430

その他（純額） 3,534 3,775

有形固定資産合計 26,527 27,291

無形固定資産 1,782 1,778

投資その他の資産   

投資有価証券 5,881 5,285

長期貸付金 37 39

繰延税金資産 10,225 10,854

その他 1,597 1,602

貸倒引当金 △200 △199

投資その他の資産合計 17,541 17,582

固定資産合計 45,851 46,652

資産合計 186,732 203,057



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,965 35,529

短期借入金 1,417 1,417

1年内償還予定の新株予約権付社債 6,000 6,000

未払法人税等 283 1,454

未払費用 8,480 12,420

製品保証引当金 1,360 1,489

設備関係支払手形 25 19

その他 8,196 8,138

流動負債合計 50,728 66,468

固定負債   

退職給付引当金 25,688 25,685

役員退職慰労引当金 359 440

繰延税金負債 167 139

その他 367 352

固定負債合計 26,581 26,617

負債合計 77,309 93,086

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,058 10,058

資本剰余金 26,222 26,222

利益剰余金 74,072 75,220

自己株式 △2,555 △2,541

株主資本合計 107,797 108,960

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,303 978

為替換算調整勘定 230 △55

評価・換算差額等合計 1,534 923

少数株主持分 90 87

純資産合計 109,422 109,971

負債純資産合計 186,732 203,057



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 31,291

売上原価 23,136

売上総利益 8,154

販売費及び一般管理費 8,059

営業利益 94

営業外収益  

受取利息 110

受取配当金 83

持分法による投資利益 38

その他 116

営業外収益合計 349

営業外費用  

支払利息 4

固定資産処分損 30

その他 62

営業外費用合計 98

経常利益 345

税金等調整前四半期純利益 345

法人税、住民税及び事業税 334

法人税等調整額 168

少数株主利益 8

四半期純損失（△） △165



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 345

減価償却費 1,387

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △81

製品保証引当金の増減額（△は減少） △128

受取利息及び受取配当金 △194

支払利息 4

固定資産処分損益（△は益） 29

固定資産売却損益（△は益） △3

売上債権の増減額（△は増加） 20,075

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,857

その他の流動資産の増減額（△は増加） △136

仕入債務の増減額（△は減少） △10,731

未払消費税等の増減額（△は減少） △91

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,387

その他 △155

小計 5,076

利息及び配当金の受取額 193

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △1,434

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,831

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

定期預金の払戻による収入 114

投資有価証券の取得による支出 △0

有形固定資産の取得による支出 △971

有形固定資産の売却による収入 13

短期貸付金の増減額（△は増加） 1

投資その他の資産の増減額（△は増加） 4

その他 △132

投資活動によるキャッシュ・フロー △974

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △994

少数株主への配当金の支払額 △6

自己株式の純増減額（△は増加） △14

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,016

現金及び現金同等物に係る換算差額 293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,134

現金及び現金同等物の期首残高 51,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 53,343



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半

期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

    該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

通信・情報
システム
(百万円)

放送・映像
システム
(百万円)

半導体製造
システム
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高       

(1) 外部顧客に対する

売上高
10,026 9,674 11,590 31,291 ― 31,291

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
91 0 6 98 (98) ―

計 10,118 9,674 11,596 31,390 (98) 31,291

営業利益（△は営業損失） △971 △79 1,139 88 6 94

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

日本
(百万円)

北米
(百万円)

その他の
地域

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高       

(1) 外部顧客に

対する売上高
26,877 3,538 875 31,291 ― 31,291

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,866 163 259 3,289 (3,289) ―

計 29,744 3,701 1,135 34,581 (3,289) 31,291

営業利益（△は営業損失） △438 422 161 146 (51) 94

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 3,488 5,719 1,506 10,714

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 31,291

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
11.1 18.3 4.8 34.2

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　       前第１四半期連結累計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日)

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 50,244

Ⅱ　売上原価 35,338

売上総利益 14,905

Ⅲ　販売費及び一般管理費 9,218

営業利益 5,686

Ⅳ　営業外収益 553

受取利息及び配当金 277

持分法による投資利益 146

その他 130

Ⅴ　営業外費用 536

支払利息 5

その他 530

経常利益 5,703

税金等調整前四半期純利益 5,703

税金費用 2,666

少数株主利益 5

四半期純利益 3,032

（２）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日)

通信・情報
システム
(百万円)

放送・映像
システム
(百万円)

半導体製造
システム
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

　　売上高 15,262 11,460 23,521 50,244 ― 50,244

　　営業費用 15,006 11,414 18,136 44,557 ― 44,557

営業利益 255 46 5,384 5,686 ― 5,686

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日)

日本
(百万円)

北米
(百万円)

その他の
地域

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

　売上高 48,729 4,623 919 54,272 (4,028) 50,244

　営業費用 43,544 4,193 793 48,530 (3,972) 44,557

　営業利益 5,185 429 126 5,742 (55) 5,686
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