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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 4,263 ― 183 ― 116 ― 30 ―
20年3月期第1四半期 3,952 12.7 222 △39.7 219 △43.8 85 △59.1

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 5.33 5.02
20年3月期第1四半期 14.98 13.86

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 17,543 8,586 48.9 1,505.46
20年3月期 17,948 8,688 48.4 1,523.46

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,586百万円 20年3月期  8,688百万円

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 ― 5.00 ― 15.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 15.00 20.00

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  無   

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 7,220 ― 105 ― 175 ― 90 ― 15.78
通期 16,200 6.9 950 18.1 1,070 34.8 550 233.1 96.43

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、３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、３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５月13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、通期とも変更はありません。 
２．本資料に掲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、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 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 無

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  5,767,268株 20年3月期  5,767,268株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  63,806株 20年3月期  63,806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  5,703,462株 20年3月期第1四半期  5,703,462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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来のサブプライム問題に起因する金融市場の混乱、原

油・原材料高騰などにより、先行きが不透明で企業の投資が控えられるなか、食料価格の上昇により消費マインド

も落ち込み、景況感が悪化し、減速している状況にあります。 

 電気・電子業界におきましては、牽引役である薄型テレビの販売台数は堅調に推移するも競争激化により価格下

落が著しく、コストダウンの要求が非常に厳しい状況にあります。 

 このような状況のもと、当社グループは、売上拡大のための新規製品の開拓を進めてまいりました。また、取引

先のコストダウンの要求に対応するため、原価低減を実行し、利益を確保するために取り組んでまいりましたが、

プローブカード事業の売上が減少したため、グループ全体の利益が圧迫される形となりました。この結果、当第１

四半期連結会計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成績につきましては、

売上高は4,263百万円、営業利益は183百万円、経常利益は116百万円、四半期純利益は30百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績とその要因は次のとおりであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より事業の種類別セグメントを変更しております。その内容は、従来の装置事

業を、ＦＰＤ用Ｏ／Ｓ検査機、プローバー製品を中心としたＡＴＥ（Advanced Test Equipments）事業と、各種画

像処理関連装置を中心としたＯＶＩＳ（Optical Vision Inspection System）事業とに分割いたしました。組織改

革に伴って事業規模をコンパクト化し、より機動力を高める組織にすることで事業スピードを上げ、収益向上を図

ってまいります。セグメント情報の開示における事業区分に関連する事項については、「５．四半期連結財務諸表

（５）セグメント情報 ａ．事業の種類別セグメント情報」をご参照ください。 

①電子部品事業 

 パネルメーカーからのコストダウン要求が非常に厳しい状況で、モリブデンカップの値下げ圧力がきているな

か、薄型大型テレビの需要が底固いため、売上高が堅調に伸びました。この事業の売上高は1,804百万円、営業利

益は266百万円となりました。 

②プローブカード事業 

 昨年度後半から続いている半導体市場の成長鈍化や価格低迷による顧客の値下げ要求が強くなっております。ま

た、主力製品のＳＯＣ及びＬＣＤドライバー向けのカンチレバー型プローブカードにおいて、狭ピッチ、多ＤＵＴ

の要求が、予想を上回るスピードで進んでおります。それにより、カンチレバー型プローブカードで、要求に応え

られない領域が増えてきており、受注が伸びず売上が減少し、利益確保ができませんでした。この結果、この事業

の売上高は1,307百万円、営業利益は58百万円となりました。 

③ＡＴＥ事業 

 海外顧客向けＬＣＤオープン・ショート検査システムの売上が寄与いたしました。当事業の今年度における受注

状況は、国内Ｇ１０及び韓国、台湾のＧ８世代を中心に順調に拡大しており、前年度に比べて大きな伸長が予想さ

れます。ただ、受注済み装置製品の売上が下期に集中するため、当第１四半期連結会計期間の売上高は471百万

円、営業損失は５百万円となりました。 

④ＯＶＩＳ事業 

 新偏光板貼合せシステムとＲＯＬＬ偏光板切断貼合せシステムを主力製品として、売上並びに収益の拡大を計画

しております。しかし、国内・海外の取引先が貼合せシステムの前にビジョンシステムと部品加工システムを一体

化したシステムを導入する方向に転換してきております。当事業といたしましては、それに対する体制を整えてお

り、昨年末からの営業活動の努力の結果、この事業の売上高は680百万円、営業利益は66百万円となりました。 

所在地別セグメントの業績とその要因は次のとおりであります。 

①日本 

 日本において、液晶テレビの需要が堅調で、価格下げ圧力が強いなかでも、液晶テレビに使用されるバックライ

ト用電極として、高輝度化に優位性があるモリブデン電極が、取引先から評価され売上が伸びました。ただ、プロ

ーブカードについては、取引先からの要求に対して技術的な対応が遅れ、売上が減少いたしました。 

 この結果、売上高は3,973百万円、営業利益は364百万円となりました。 

②アジア 

 アジアにおいて、中国、インド、台湾、アセアン諸国にて稼動している半導体生産工場に対するプローブカード

の営業・マーケティング戦略が功を奏し、ビジネスの拡大につながってまいりました。また、海外拠点への技術移

転の努力が少しずつですが実りつつあり、技術が現地に蓄積したことと、労働コストの低減により利益を確保する

ことができました。 

 この結果、売上高は290百万円、営業利益は42百万円となりました。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期における総資産は、主として現金及び預金、未収入金等が増加し受取手形及び売掛金等が減少したこ

とにより、前連結会計年度末に比べ405百万円減少し17,543百万円となりました。負債は、支払手形及び買掛金等が

増加し、短期借入金、未払法人税等などが減少したことにより、前連結会計年度末に比べ302百万減少し、8,956百万

円となりました。前連結会計年度末の純資産合計は8,688百万円であり、当第１四半期末の純資産は8,586百万とな

り、自己資本比率は48.9%となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、未収入金の増加額1,753

百万円、短期借入金の純減少額235百万円、法人税等の支払額230百万円等の支出要因があったものの、売上債権の

減少額2,243百万円、仕入債務の増加額190百万円等の収入要因があったことにより、当第１四半期連結会計期間末

残高は1,860百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、797百万円の収入となりました。これは主に、未収入金の増加額

1,753百万円、法人税等の支払額230百万円等の支出要因があったものの、税金等調整前四半期純利益118百万円、

売上債権の減少額2,243百万円、仕入債務の増加額190百万円等の収入要因があったことによるものであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は128百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得に

よる支出70百万円、投資有価証券の取得による支出35百万円等の支出要因があったことによるものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は361百万円の支出となりました。これは主に、短期借入金の純減少額

235百万円等による支出要因があったことによるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く電気・電子業界は、デジタル家電やＩＴ戦略商品の競争激化は予断を許さず、価格面にお

いても消費者要求に即応していくと思われますが、当社グループにおきましても、国内・海外グループ会社一貫生産

体制を強力に推進させ、コスト低減による収益力の向上を図っていく所存であります。 

 当第１四半期の連結業績は、前述のとおりですが、今後の見通しにつきましては、平成20年５月13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、通期とも変更はありません。 

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 

 ① たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度に係る実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却費は、固定資産の年間減価償却額を期間按分することにより計上しております。 

（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 

 ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月別総平均法による原価法および個別法

による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として月別総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）および個別法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる影響はありません。 

 ③ 「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り扱い」の適用 

 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り扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税金調整前四半期純利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：千円）

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 1,893,249 1,618,968

受取手形及び売掛金 4,416,880 6,690,001

有価証券 10,561 10,550

商品 179,601 126,192

製品 964,093 987,996

原材料 1,136,566 1,108,455

仕掛品 369,272 480,581

貯蔵品 34,097 31,142

未収入金 2,117,819 370,385

その他 631,770 518,875

貸倒引当金 △19,769 △19,995

流動資産合計 11,734,143 11,923,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,054,466 3,044,312

減価償却累計額 △1,692,271 △1,667,305

機械装置及び運搬具 3,057,135 3,130,440

減価償却累計額 △2,040,685 △2,058,381

工具、器具及び備品 1,587,969 1,597,793

減価償却累計額 △1,300,199 △1,294,714

土地 1,090,593 1,093,288

有形固定資産合計 3,757,008 3,845,432

無形固定資産   

のれん 60,259 72,928

その他 206,693 207,871

無形固定資産合計 266,953 280,799

投資その他の資産 1,785,220 1,899,456

固定資産合計 5,809,181 6,025,688

資産合計 17,543,325 17,948,843



（単位：千円）

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 3,837,114 3,540,031

短期借入金 2,368,900 2,644,580

未払金 251,836 402,536

未払法人税等 59,969 237,053

賞与引当金 114,917 209,244

その他 844,391 733,373

流動負債合計 7,477,128 7,766,819

固定負債   

長期借入金 828,450 828,450

退職給付引当金 529,851 533,131

負ののれん 91,188 99,385

その他 30,358 32,060

固定負債合計 1,479,849 1,493,027

負債合計 8,956,977 9,259,847

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金 2,984,214 2,984,214

利益剰余金 3,334,587 3,389,717

自己株式 △72,532 △72,532

株主資本合計 8,569,373 8,624,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46,627 29,834

為替換算調整勘定 △29,653 34,656

評価・換算差額等合計 16,973 64,491

純資産合計 8,586,347 8,688,995

負債純資産合計 17,543,325 17,948,843



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 4,263,907

売上原価 3,202,363

売上総利益 1,061,544

販売費及び一般管理費 877,657

営業利益 183,887

営業外収益  

受取利息 1,200

受取配当金 1,125

負ののれん償却額 872

その他 18,579

営業外収益合計 21,778

営業外費用  

支払利息 11,795

為替差損 46,040

持分法による投資損失 24,947

その他 6,183

営業外費用合計 88,966

経常利益 116,699

特別利益  

固定資産売却益 440

投資有価証券売却益 1,925

特別利益合計 2,365

特別損失  

固定資産除却損 670

特別損失合計 670

税金等調整前四半期純利益 118,394

法人税、住民税及び事業税 41,484

法人税等調整額 46,487

法人税等合計 87,972

四半期純利益 30,421



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 118,394

減価償却費 122,068

持分法による投資損益（△は益） 24,947

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,279

賞与引当金の増減額（△は減少） △94,326

受取利息及び受取配当金 △2,326

支払利息 11,795

投資有価証券売却損益（△は益） △1,925

売上債権の増減額（△は増加） 2,243,262

未収入金の増減額（△は増加） △1,753,253

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,346

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,194

その他の固定資産の増減額（△は増加） 4,866

仕入債務の増減額（△は減少） 190,816

その他の流動負債の増減額（△は減少） 108,002

その他 18,603

小計 1,027,187

利息及び配当金の受取額 7,453

利息の支払額 △5,958

法人税等の支払額 △230,815

営業活動によるキャッシュ・フロー 797,867

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △70,244

有形固定資産の売却による収入 7,049

無形固定資産の取得による支出 △418

投資有価証券の取得による支出 △35,733

投資有価証券の売却による収入 4,211

その他 △33,285

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,421

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） △235,000

長期借入金の返済による支出 △40,680

配当金の支払額 △85,551

財務活動によるキャッシュ・フロー △361,231

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 270,291

現金及び現金同等物の期首残高 1,590,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,860,375



（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） 

 （注）１．事業区分の方法および各区分に属する主要な製・商品の変更 

    事業区分の方法については、事業の種類、性質、製造方法等の観点から「電子部品事業」、「プローブ

カード事業」、「装置事業」の３事業としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、「電子部品

事業」、「プローブカード事業」、「ＡＴＥ事業」、「ＯＶＩＳ事業」の４事業に変更いたしました。こ

の変更は、従来の「装置事業」において提供する製品およびサービス提供を、より事業の実態に反映させ

るため、その内容区分の見直しを行った結果によるものであります。この変更による影響はありません。 

    また、各区分に属する主要な製・商品の変更については、従来の「装置事業」として含めておりました

ＶＩＳＩＯＮ関連装置等を「ＯＶＩＳ事業」として分離しております。 

２．各区分に属する主要な製・商品 

 
電子部品事業 
（千円） 

プローブカ
ード事業 
（千円） 

ＡＴＥ事業 
（千円） 

ＯＶＩＳ事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対す

る売上高 
1,804,542 1,307,627 471,633 680,103 4,263,907 － 4,263,907 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－ － － － － － － 

計 1,804,542 1,307,627 471,633 680,103 4,263,907 － 4,263,907 

営業利益又は損失

（△） 
266,239 58,147 △5,521 66,624 385,489 △201,601 183,887 

事業区分 主要製品 

電子部品事業 

電子管用部品（カソード、ヒーター）、蒸着用素子、ＣＲＴ用部品、

ＬＣＤ表示用部品、ＣＣＦＬ用モリブデン電極、インプランテーショ

ン加工部品、エッチャー用アルミパーツ、シリコン電極等 

プローブカード事業 
ＩＣ用プローブカード、液晶駆動ＩＣ用プローブカード、垂直型プロ

ーブカード、ＯＣプローブ等 

ＡＴＥ事業 
液晶基板用検査装置、ＰＤＰ用検査装置、低温ｐ-ＳｉＴＦＴ液晶パネ

ル用検査装置、ＶＩＣプローブ等 

ＯＶＩＳ事業 ＶＩＳＩＯＮ関連装置等 



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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール・インド・マレーシア・フィリピン・タイ 

(2）その他……アメリカ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（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。  

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（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 3,973,172 290,735 4,263,907 － 4,263,907 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
87,339 45,541 132,880 △132,880 － 

 計 4,060,511 336,276 4,396,787 △132,880 4,263,907 

 営業利益又は損失（△） 364,244 42,203 406,448 △222,560 183,887 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 775,850 30,536 806,387 

Ⅱ 連結売上高（千円）     4,263,907 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
18.2 0.7 18.9 



「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（千円） 

Ⅰ 売上高 3,952,415 

Ⅱ 売上原価 2,863,644 

売上総利益 1,088,770 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 866,507 

営業利益 222,263 

Ⅳ 営業外収益 37,164 

Ⅴ 営業外費用 39,872 

経常利益 219,555 

Ⅵ 特別利益 306 

Ⅶ 特別損失 12,163 

税金等調整前四半期純利益 207,699 

法人税、住民税及び事業税 103,698 

法人税等調整額 35,778 

少数株主損益（損失：△） △17,211 

四半期純利益 85,434 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前第１四半期
（当期）純利益  207,699 

減価償却費 126,100 

売上債権の増減額（増
加：△） 

△127,367 

たな卸資産の増減額（増
加：△） 466,366 

仕入債務の増減額（減
少：△） 46,923 

その他 △196,980 

小計 522,741 

法人税等の支払額 △310,643 

その他 △7,527 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 204,569 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

有形固定資産の取得によ
る支出 

△40,250 

無形固定資産の取得によ
る支出 

△204 

その他 11,609 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△28,845 

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
（減少：△） 429,769 

長期借入金の返済による
支出 

△78,623 

親会社による配当金の支
払額 

△114,069 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 237,076 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

△1,807 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額（又は減少額） 410,993 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 962,412 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 1,373,405 



（３）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20年３月期第１四半期） 

（注） 前年同四半期より、従来「装置事業」に属する主要な製・商品として含めておりましたエッチャー用アルミパ

ーツ、インプラ部品及び、シリコン電極は、「電子部品事業」に変更しております。また、「プローブカード事

業」に属していたループプローブを「装置事業」に変更しております。 

    なお、前々年同四半期のセグメント情報を前年同四半期に用いた方法により区分すると次のようになります。

前々年同四半期（平成19年３月期第１四半期） 

 
電子部品事業 
（千円） 

プローブカード
事業 

（千円） 

装置事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 1,442,198 1,795,974 714,242 3,952,415 － 3,952,415

営業費用 1,280,367 1,413,295 815,941 3,509,604 220,547 3,730,151

営業利益 161,830 382,678 △101,698 442,811 △220,547 222,263

 
電子部品事業 
（千円） 

プローブカード
事業 

（千円） 

装置事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 1,268,931 1,739,189 499,419 3,507,540 － 3,507,540

営業費用 937,201 1,347,416 691,403 2,976,020 163,011 3,139,032

営業利益 331,729 391,773 △191,983 531,519 △163,011 368,508
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