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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 20,718 ― △117 ― 1,863 ― 1,015 ―
20年3月期第1四半期 24,717 3.5 1,491 △9.7 3,079 79.6 801 △15.7

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 22.35 ―
20年3月期第1四半期 17.64 ―

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 201,034 178,951 86.2 3,814.39
20年3月期 195,250 177,183 87.9 3,777.51

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  173,288百万円 20年3月期  171,614百万円

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 ― 23.00 ― 23.00 46.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 23.00 ― 23.00 46.00

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 42,000 △14.6 500 △82.7 2,700 △22.1 200 △69.2 4.40
通期 84,600 △8.5 1,100 △77.2 3,700 11.7 300 ― 6.60

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、５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、５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．上記の業績見通しは、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しております。実際の業績等は当社製品の需給の急 
   激な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など様々な状況により異なる場合があり得ることをご承知おきください。業 
   績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４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。 
 ２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  47,386,739株 20年3月期  47,386,739株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,956,485株 20年3月期  1,956,109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  45,430,519株 20年3月期第1四半期  45,432,126株



（参考）

　平成21年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

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2四半期累計期間 33,200 △9.3 △ 700 － 2,000 △18.4 800 5.9 17.61

通期 65,400 △9.3 △ 1,400 － 1,600 61.7 300 － 6.60

 (注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有



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１四半期における世界経済は、アジアでは中国を中心に景気拡大を続けていますが、米国はサブプライムロー

ン問題の影響から景気減速の動きが広がり、欧州は回復が緩やかになりました。国内経済は、原油価格の高騰や米国

経済の減速の影響により、景気回復は足踏み状態となっております。

　このような状況にあって、当社グループは、需要構造の変化に対応するため、韓国の製造子会社の解散を決定する

など、事業の選択と集中を進めました。また、顧客満足が得られる新製品開発に注力するなど、積極的な経営活動を

展開しました。しかしながら、当第１四半期における連結の売上高は207億１千８百万円(前年同期比16.2％減)とな

りました。このうち海外売上高は、米国市場での売上げが大幅に減少したことから114億４百万円(前年同期比23.7％

減)となり、国内売上高は93億１千４百万円(前年同期比4.7％減)となりました。収益面では、営業損益は売上げ減少

や原材料価格の高騰による影響などから１億１千７百万円の損失(前年同期は営業利益14億９千１百万円)、経常利益

は18億６千３百万円(前年同期比39.5％減)、四半期純利益は10億１千５百万円(前年同期比26.7％増)となりました。

　当第１四半期の連結業績の事業区分別状況は、次のとおりです。

　電子関連事業では、蛍光表示管は、米国自動車大手３社の業績悪化の影響により主力である米国市場の自動車向け

が低迷したことから、売上げは前年同期を下回りました。蛍光表示管モジュールは、ＰＯＳ用途を中心に事務機器向

けの伸びが鈍化し、売上げは減少しました。

　ホビー用ラジコン機器は、海外では欧州市場を中心に順調に推移しましたが、国内が低迷したことから、売上げは

前年同期を下回りました。また、産業用ラジコン機器や模型用エンジンは、前年同期並みで推移しました。

　以上の結果、当事業の売上高は106億４千５百万円(前年同期比26.8％減)となりました。

　生産器材事業では、プレスおよびモールド金型用部品、プレシジョンプレートにつきましては、海外では、韓国や

中国を中心にアジア市場が順調に推移したことから、売上げは前年同期を上回りました。また、事業環境の変化に伴

い韓国の製造子会社の解散手続きを進めるなど、生産拠点の見直しを行いました。国内では、自動車関連業界の新規

開発の停滞に伴う受注の減少や販売競争の激化などから、売上げは前年同期を下回りました。

　以上の結果、当事業の売上高は100億７千３百万円(前年同期比0.9％減)となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  　総資産は、有形固定資産および投資その他の資産などの増加により前連結会計年度末に比べ57億８千４百万円増

加し、2,010億３千４百万円となりました。なお、有形固定資産の増加は、主に「リース取引に関する会計基準」の

適用によるものであります。

  　負債は、退職給付引当金および固定負債の「その他」などの増加により前連結会計年度末に比べ40億１千５百万

円増加し、220億８千３百万円となりました。なお、退職給付引当金の増加は、主に「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」の適用によるものであり、固定負債の「その他」の増加は、主に「リー

ス取引に関する会計基準」の適用によるものであります。

　純資産は、為替換算調整勘定などの影響により17億６千８百万円増加し、1,789億５千１百万円となりました。こ

の結果、自己資本比率は86.2％となりました。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の経営環境につきましては、サブプライムローン問題を背景とする米国経済の景気後退懸念や株式・為替市場

の変動、原油や原材料価格の動向など、世界経済は不透明感が高まっており、予断を許さない状況が続くものと予想

されます。

　当第１四半期の業績の動向などを踏まえ、平成20年５月15日の決算発表時に公表した平成21年３月期の第２四半期

累計期間および通期の業績予想を下記のとおり修正することといたしました。

　下記の業績見通しは、米ドル105円の為替レートを前提にしております。

 なお、詳細につきましては、本日(平成20年８月５日)開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。

（１）連結

（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） 42,400 1,700 2,500 800 17 61

今回修正予想（Ｂ） 42,000 500 2,700 200 4 40

増減額（Ｂ－Ａ） △400 △1,200 200 △600 －  

増減率（％） △0.9 △70.6 8.0 △75.0 －  

前中間期実績 49,172 2,894 3,467 648 14 28

（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） 88,300 4,100 5,300 2,000 44 02

今回修正予想（Ｂ） 84,600 1,100 3,700 300 6 60

増減額（Ｂ－Ａ） △3,700 △3,000 △1,600 △1,700 －  

増減率（％） △4.2 △73.2 △30.2 △85.0 －  

前期実績 92,484 4,819 3,313 △1,604 △35 31

（２）個別

（第２四半期累計期間）

 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） 32,700 400 1,600 900 19 81

今回修正予想（Ｂ） 33,200 △700 2,000 800 17 61

増減額（Ｂ－Ａ） 500 △1,100 400 △100 －  

増減率（％） 1.5 － 25.0 △11.1 －  

前中間期実績 36,607 1,319 2,450 755 16 62

（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） 68,300 1,000 3,000 1,700 37 42

今回修正予想（Ｂ） 65,400 △1,400 1,600 300 6 60

増減額（Ｂ－Ａ） △2,900 △2,400 △1,400 △1,400 －  

増減率（％） △4.2 － △46.7 △82.4 －  

前期実績 72,078 1,878 989 △346 △7 63



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 簡便な会計処理 

  1) 棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高は、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として

合理的な方法により算定しております。

  2) 法人税等の算定方法

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

（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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均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)により算定しております。

　　これにより、営業損失は89百万円増加し、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞれ89百万円

減少しております。

　　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

② 「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」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およびセグメント情報に与える影響は軽微であります。

③ 「リース取引に関する会計基準」の適用

　 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。

　  これによる損益に与える影響およびセグメント情報に与える影響はありません。

追加情報

(役員退職慰労金制度の廃止)

　 従来、当社および一部の国内連結子会社ならびに一部の在外連結子会社において、役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金に関する内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりまし

たが、当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、同日までの在任

期間に対する退職慰労金を退任の際に支給することを決議いたしました。

　これにより、当該打ち切り支給額を長期未払金として固定負債の「その他」に計上しております。



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 66,551 66,540

受取手形及び売掛金 23,943 22,957

有価証券 1,576 1,450

製品 6,045 5,848

原材料及び貯蔵品 6,007 5,679

仕掛品 2,577 2,522

繰延税金資産 2,158 1,605

その他 5,568 5,217

貸倒引当金 △536 △493

流動資産合計 113,893 111,329

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,453 18,373

機械装置及び運搬具 17,953 17,777

工具、器具及び備品 1,563 1,497

土地 17,997 17,970

リース資産 1,436 －

建設仮勘定 1,272 905

有形固定資産合計 58,676 56,524

無形固定資産 1,713 2,058

投資その他の資産   

投資有価証券 16,667 16,812

長期貸付金 941 959

繰延税金資産 890 609

その他 8,428 7,138

貸倒引当金 △176 △181

投資その他の資産合計 26,751 25,338

固定資産合計 87,141 83,921

資産合計 201,034 195,250



（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 7,059 6,596

短期借入金 224 296

未払費用 2,959 3,397

未払法人税等 393 373

賞与引当金 1,175 1,826

その他 3,659 2,165

流動負債合計 15,472 14,655

固定負債   

長期借入金 381 421

繰延税金負債 1,927 1,677

退職給付引当金 2,347 99

役員退職慰労引当金 54 955

その他 1,899 257

固定負債合計 6,610 3,412

負債合計 22,083 18,067

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,558 22,558

資本剰余金 21,594 21,594

利益剰余金 138,157 139,074

自己株式 △4,834 △4,834

株主資本合計 177,476 178,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 704 395

為替換算調整勘定 △4,892 △7,174

評価・換算差額等合計 △4,187 △6,778

少数株主持分 5,662 5,568

純資産合計 178,951 177,183

負債純資産合計 201,034 195,250



（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 20,718

売上原価 15,986

売上総利益 4,731

販売費及び一般管理費 4,849

営業利益 △117

営業外収益  

受取利息 323

受取配当金 85

為替差益 1,410

その他 214

営業外収益合計 2,033

営業外費用  

支払利息 4

減価償却費 22

その他 25

営業外費用合計 52

経常利益 1,863

特別利益  

固定資産売却益 170

貸倒引当金戻入額 9

特別利益合計 180

特別損失  

固定資産売却損 4

固定資産廃棄損 20

特別退職金 564

その他 94

特別損失合計 683

税金等調整前四半期純利益 1,359

法人税、住民税及び事業税 510

法人税等調整額 △343

法人税等合計 167

少数株主利益 177

四半期純利益 1,015



（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 1,359

減価償却費 1,812

のれん償却額 44

賞与引当金の増減額（△は減少） △663

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △901

前払年金費用の増減額（△は増加） 145

受取利息及び受取配当金 △408

支払利息 4

為替差損益（△は益） △730

固定資産除売却損益（△は益） △145

特別退職金 564

売上債権の増減額（△は増加） △435

その他の流動資産の増減額（△は増加） △526

たな卸資産の増減額（△は増加） △47

仕入債務の増減額（△は減少） △305

その他の負債の増減額（△は減少） 707

その他 △17

小計 503

利息及び配当金の受取額 401

利息の支払額 △13

特別退職金の支払額 △564

役員退職功労加算金支払額 △81

法人税等の支払額 △242

法人税等の還付額 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 3

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 △1,335

定期預金の払戻による収入 1,765

有価証券の取得による支出 △31

有価証券の売却及び償還による収入 17

投資有価証券の取得による支出 △15

投資有価証券の売却による収入 504

有形固定資産の取得による支出 △1,198

有形固定資産の売却による収入 384

貸付けによる支出 △1

貸付金の回収による収入 23

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー 118

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △51

長期借入金の返済による支出 △65

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △1,044

リース債務の返済による支出 △143

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,305

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 271

現金及び現金同等物の期首残高 59,482

現金及び現金同等物の四半期末残高 59,753



　 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)

 電子関連事業
(百万円)

生産器材事業
(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 10,645 10,073 20,718 － 20,718

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 2 2 (2) －

計 10,645 10,075 20,721 (2) 20,718

営業利益(又は営業損失) △405 287 △117 0 △117

　(注)１．事業区分の方法および各区分に属する主要な製品の名称

事業区分は使用原材料の共通性、製造方法および製品の類似性、販売経路の共通性により下記の事業区分に

しております。

事業区分 売上区分 製品名

電子関連事業
電子部品

蛍光表示管、蛍光表示管モジュール、蛍光発光プリントヘッド、
フィールド・エミッション・ディスプレイ

電子機器 ラジコン機器、模型用エンジン、ロボット用機能部品

生産器材事業 精機 プレス金型用部品、モールド金型用部品、プレシジョンプレート、省力機器

２．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」４．（３）①に記載のとおり、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)を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、電子関連事業の営業損失が45百万円増加し、生産器材事業の営業

利益が44百万円減少しております。



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)
米州

(百万円)
欧州

(百万円)
アジア
(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 11,686 2,565 838 5,628 20,718 － 20,718

(2) セグメント間の内部売上高又は

振替高
5,761 18 0 5,466 11,246 (11,246) －

計 17,448 2,583 839 11,094 31,964 (11,246) 20,718

営業利益(又は営業損失) △377 △74 56 576 181 (298) △117

　 (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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 米州　……アメリカ

(2) 欧州　……ドイツ

(3) アジア……中国、台湾、韓国、香港、シンガポール、フィリピン

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」４．（３）①に記載のとおり、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)を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、日本の営業損失が89百万円増加しております。

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)

 米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 3,430 1,695 6,277 11,404

Ⅱ　連結売上高(百万円)    20,718

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合(％)
16.5 8.2 30.3 55.0

　 (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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 米州　……アメリカ

(2) 欧州　……フランス、ドイツ、スペイン

(3) アジア他…韓国、中国、マレーシア

３．海外売上高は、当社およ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。



「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

　(単位：百万円)

科目

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)

金額

Ⅰ　売上高 24,717

Ⅱ　売上原価 18,633

売上総利益 6,084

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,593

営業利益 1,491

Ⅳ　営業外収益 1,672

Ⅴ　営業外費用 84

経常利益 3,079

Ⅵ　特別利益 48

Ⅶ　特別損失 1,066

　役員退職慰労金等 1,006

　その他 60

税金等調整前四半期純利益 2,061

法人税、住民税及び事業税等　 958

法人税等調整額　 160

少数株主利益 142

四半期純利益 801



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　(単位：百万円)

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)

区分 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純利益 2,061

減価償却費　 1,858

受取利息及び受取配当金　 △506

売上債権の増加額　 △303

たな卸資産の減少額　 49

仕入債務の増加額 205

その他　 △527

小計 2,838

利息及び配当の受取額　 491

法人税等の支払額　 △672

その他　 △124

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,532

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券等の取得による支出　 △647

有価証券等の売却及び償還による収入　 176

有形固定資産の取得による支出　 △1,425

その他　 △432

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,329

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

借入金の純減少額　 △234

少数株主への配当金の支払額　 △81

配当金の支払額　 △1,044

その他　 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,361

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,256

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 98

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 57,189

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 57,287



（３）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)

　(単位：百万円)

電子関連事業 生産器材事業 計 消去又は全社 連結

売上高 14,553 10,169 24,722 (4) 24,717

営業費用 13,652 9,578 23,230 (4) 23,226

営業利益 900 590 1,491 (0) 1,491

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)

　(単位：百万円)

日本 米州 欧州 アジア 計
消去又は
全社

連結

売上高 19,131 4,454 876 13,841 38,303 (13,585) 24,717

営業費用 18,351 4,493 892 13,255 36,993 (13,766) 23,226

営業利益(又は営業

損失)
780 △39 △16 586 1,310 180 1,491
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