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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 748 ― △245 ― △249 ― △268 ―

20年3月期第1四半期 1,089 9.9 △185 ― △175 ― △178 ―

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 △19.60 ―

20年3月期第1四半期 △13.00 ―

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 5,261 2,964 56.3 216.13
20年3月期 5,879 3,235 55.0 235.89

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,964百万円 20年3月期  3,235百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

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 1,755 ― △173 ― △181 ― △196 ― △14.28

通期 4,040 △22.7 15 △67.4 25 136.5 10 ― 0.73

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．本資料に記載されている業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後の
様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。 
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 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  13,934,592株 20年3月期  13,934,592株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  218,020株 20年3月期  217,779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  13,716,693株 20年3月期第1四半期  13,721,524株
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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
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する米国経済の鈍化

や金融不安に加え、原油及び原材料価格の高騰が長期化し社会問題となるほか、設備投資の先送りや個人消
費の低迷、インフレ懸念も深刻化するなど、総じて景気後退局面で推移いたしました。
　当社グループの属する業界におきましては、デジタル家電やゲーム機等は引き続き好調に推移し、Ｂlu－
rayディスク関連商品が順調に販売数量を伸ばす一方、景気のけん引役であった自動車業界はガソリン高騰の
影響により販売不振に陥り、一部では生産調整を余儀なくされるなど、先行き不透明感が強まる環境下で推
移いたしました。
　このような環境のなかで当社グループは、黒字転換並びに経営基盤の強化に向けて、前期からの事業構造
改革を継続し、さらなる固定費の圧縮、材料費や外注費の見直し、適正在庫の維持管理、全社的な品質の向
上等に取り組むとともに、積極的な受注活動を展開いたしましたが、前期末の受注残高が少なかったことに
加え、主力の光ディスク関連機器・装置の受注が低調であったこと及びナノ加工装置・波面センサ関連の受
注も期待以下であったことから、当該期間の売上高は７億48百万円（前年同期比31.3％減）となり、計画を
下回る結果となりました。
　損益面につきましては、引き続き諸経費の削減に注力いたしましたが、売上高の減少による影響が大きく、
２億45百万円の営業損失（前年同期は１億85百万円の損失）、２億49百万円の経常損失（同１億75百万円の損
失）、２億68百万円の四半期純損失（同１億78百万円の損失）となりました。
　なお、主な事業のセグメント別業績は次のとおりであります。
（電子応用機器・装置）
主力の光ディスク関連機器・装置は、新世代ＤＶＤがＢlu－ray規格に一本化されたことに伴い、戦略製品

であるＢlu－ray用ディスク検査装置（ＭＡＳＴＥＲ）を中心に拡販に注力いたしましたが、引き合い案件は
増加したものの受注に至る件数は予想を下回ったため、当該期間においては低調な推移となりました。
　また、その他の特殊機器・装置は、３Ｄスキャナ関連は、多関節デジタイザ用がけん引役となりましたが、
伸び悩みの感があり、ナノ加工装置や波面センサなどの光応用関連は、導入に向けた試験等の依頼は増加し
たものの、受注に至る案件が少なかったことから低調な推移となりました。
　以上の結果、電子応用機器・装置の売上高は６億52百万円（前年同期比31.8％減）となりました。
（電子部品組立）
　製氷機用プリント基板組立は、生産拠点の海外移転に伴い一部機種が海外生産に移行されたことから生産
数量は減少傾向となり、電子部品組立の売上高は96百万円（同27.8％減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
①資産、負債及び純資産の状況
当第１四半期連結会計期間末の総資産は52億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億17百万円減少

いたしました。流動資産は39億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億91百万円減少いたしました。
これは主に受取手形及び売掛金が５億76百万円減少したことによるものであります。固定資産は13億44百万
円となり、前連結会計年度末に比べ26百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産の減少15百万円、
投資有価証券の減少17百万円によるものであります。
　負債合計は22億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億46百万円減少いたしました。流動負債は10
億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億99百万円減少いたしました。これは主に賞与引当金が１億
17百万円、未払金が１億61百万円減少したことによるものであります。
　純資産は29億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億71百万円減少いたしました。これは主に資本
剰余金が３億50百万円減少し、利益剰余金が81百万円増加したことによるものであります。
②キャッシュフローの状況
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ70百万円増加し、13億31百万円となりました。
　各キャッシュフローの状況につきましては、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュフロー）
営業活動の結果得られた資金は、１億38百万円となりました。

　主な増加要因は、売上債権の減少（５億72百万円）であり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失
の計上（△２億67百万円）、賞与引当金の減少（△１億17百万円）であります。
（投資活動によるキャッシュフロー）
投資活動の結果使用した資金は、10百万円となりました。

　主な減少要因は、定期預金の預入による支出（△５百万円）有形固定資産の取得による支出（△５百万円）
であります。
（財務活動によるキャッシュフロー）
財務活動の結果使用した資金は、55百万円となりました。

　主な減少要因は、長期借入金の返済による支出（△54百万円）であります。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期は、期初の受注残高が少なかったことに加え、主力の光ディスク関連機器・装置、特にＢlu

－ray関連設備の受注時期遅延の影響等により受注が総じて低調であったため、当該期間における連結売上高
は計画を下回りました。当第２四半期連結会計期間は、引き合い案件も増加傾向で推移しており、Ｂlu－ray
ディスク検査装置（ＭＡＳＴＥＲ）の受注も活発化してきたことから受注高・売上高いずれも改善傾向で推
移する見通しでありますが、第１四半期の受注低迷による影響が大きいため、当該期間の連結売上高は前回
予想を下回る見込みであります。
　当第１四半期の損益につきましては、当該期間における売上高の減少による影響及び「棚卸資産の評価に
関する会計基準」が適用されたことに伴う棚卸資産の評価減等の影響により、前回予想を下回りました。当
第２四半期連結会計期間の損益は、人件費を含めた固定費の圧縮、材料費や外注費の低減、余剰人員の派遣
実施、その他諸経費の削減等に着手しておりますので、改善傾向で推移する見通しでありますが、前回予想
を下回る見込みであります。
　通期の業績見通しは、Ｂlu－rayディスク検査装置（ＭＡＳＴＥＲ）、光ピックアップ検査装置（Ｏ－ＰＡ
Ｓ１００）、３Ｄスキャナ、波面センサ、ナノ加工装置等の主力製品の引き合いは、引き続き増加傾向で推移
する見通しであるため、営業を強化し受注の確保に向けて一層注力いたしますが、売上高につきましては大
幅な改善は見込めない状況であります。
　通期の損益につきましては、人件費を含めた固定費の圧縮、材料費や外注費の低減、余剰人員の派遣実施、
その他諸経費の削減等を継続して実施いたしますので改善傾向で推移し、黒字化は達成できる見通しであり
ますが、損益予想は当初予想を下回る見込みであります。
　以上の理由により、平成20年５月16日付「平成20年３月期 決算短信」において発表いたしました平成21
年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想をそれぞれ修正いたします。

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
（一般債権の貸倒見積高の算定方法）

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計期間末に算定したものと著しい変動がない
と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

（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の算出に関しては、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する方法によっております。
（固定資産の減価償却費の算定方法）

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する
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 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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっており
ましたが、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基
準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価格については収益性
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、経常損失、税金等調整前四半期純損失及び四半期純損失が72,632千円増加し
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。

③ 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。
　これにより、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失及び四半期純損失が2,126千円増加して
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。
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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 601,178 724,767

受取手形及び売掛金 1,673,353 2,249,542

有価証券 750,000 550,000

製品 16,535 24,527

原材料 206,845 265,729

仕掛品 648,081 684,485

その他 22,884 32,367

貸倒引当金 △1,676 △22,383

流動資産合計 3,917,202 4,509,036

固定資産

有形固定資産 870,373 886,269

無形固定資産 603 742

投資その他の資産

投資有価証券 146,931 164,127

その他 348,115 341,455

貸倒引当金 △21,734 △22,235

投資その他の資産合計 473,312 483,347

固定資産合計 1,344,289 1,370,359

資産合計 5,261,492 5,879,396

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 264,323 207,984

1年内返済予定の長期借入金 219,996 219,996

未払法人税等 2,593 7,901

賞与引当金 － 117,021

その他 523,174 756,249

流動負債合計 1,010,087 1,309,153

固定負債

長期借入金 548,345 603,344

退職給付引当金 677,963 668,857

役員退職慰労引当金 13,942 13,942

その他 46,649 48,452

固定負債合計 1,286,900 1,334,596

負債合計 2,296,987 2,643,749
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,491,375 1,491,375

資本剰余金 1,859,930 2,210,645

利益剰余金 △237,027 △318,870

自己株式 △161,627 △161,584

株主資本合計 2,952,650 3,221,565

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,048 3,716

為替換算調整勘定 6,805 10,364

評価・換算差額等合計 11,854 14,080

純資産合計 2,964,504 3,235,646

負債純資産合計 5,261,492 5,879,396
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(2) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 748,774

売上原価 709,173

売上総利益 39,600

販売費及び一般管理費 285,358

営業損失（△） △245,758

営業外収益

受取利息 806

受取配当金 126

その他 834

営業外収益合計 1,768

営業外費用

支払利息 3,953

為替差損 1,493

営業外費用合計 5,447

経常損失（△） △249,437

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,078

その他 151

特別利益合計 1,230

特別損失

固定資産除却損 1,162

投資有価証券評価損 18,527

特別損失合計 19,689

税金等調整前四半期純損失（△） △267,896

法人税、住民税及び事業税 974

法人税等合計 974

四半期純損失（△） △268,871
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(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損失（△） △267,896

減価償却費 18,737

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,190

賞与引当金の増減額（△は減少） △117,021

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,106

受取利息及び受取配当金 △933

支払利息 3,953

為替差損益（△は益） △2,309

有形固定資産除却損 1,162

投資有価証券評価損益（△は益） 18,527

売上債権の増減額（△は増加） 572,691

たな卸資産の増減額（△は増加） 97,538

仕入債務の増減額（△は減少） 63,665

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,795

その他 △205,651

小計 144,583

利息及び配当金の受取額 918

利息の支払額 △3,652

法人税等の支払額 △3,478

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,371

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 △5,793

有形固定資産の取得による支出 △5,273

貸付金の回収による収入 701

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △54,999

自己株式の取得による支出 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,042

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,617

現金及び現金同等物の期首残高 1,261,250

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,331,868
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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
当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して当期純損失を計上し、当第１四半期連結会計期間に

おいても引き続き２億68百万円の四半期純損失を計上しております。
　このような状況により、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。
当社グループは、当該状況を早期に解消すべく、当第１四半期においては受注の確保に重点を置き、併せ
て経費削減、原価低減及び在庫削減等に注力いたしました。
　受注確保につきましては、戦略製品であるＢlu－rayディスク検査装置（ＭＡＳＴＥＲ）を専門に取り扱
うチームを組織し、海外ユーザを中心に拡販に努めました。また、Ｂlu－ray用光ピックアップ検査装置
（Ｏ-ＰＡＳ１００）につきましては、国内主要ユーザ並びに中国企業を対象にデモを実施し、受注獲得に
注力いたしました。
　３Ｄスキャナにつきましては、開発中の新型スキャナはユーザ評価にて概ね合格をいただき、10月から
のリリースに向けて製品化を進めております。ボディスキャナは、有力ユーザへの貸し出しを実施してお
ります。計測サービスは、複数社から計測の要請をいただき実績ができました。システム製品はリピート
オーダーの引き合いをいただいております。海外展開につきましては、他企業との連携を強化し日系企業
を中心にＰＲ活動を行っております。
　ナノ加工装置や波面センサなどの光応用製品につきましては、製品の用途を限定し、受注獲得に向けて
ユーザ対応を行い、複数の試験依頼を受けております。
　以上のとおり、受注確保に向けて積極的な活動を展開したことにより、引き合い案件は着実に増加して
おります。
　ＭＡＳＴＥＲは当初６月での大口受注予定が７月に受注となるなど、受注時期の遅延も生じております
が、今後は確実に予定期日までに受注獲得できるよう、総力を挙げて受注活動に注力いたします。
　また、引き合いが増加している特殊機器・装置の受注に対処するため、８月から専門チームを組織し、
特殊機器・装置の需要にも柔軟に対応できる体制を整備いたしました。
　経費削減につきましては、固定費の削減に重点を置くとともに、その他の諸経費につきましても、節減
努力しておりますので、総費用は予算の範囲内で今後も推移する予定であります。
　原価低減につきましては、新設した製造管理グループにて仕入先の見直し及び統廃合、原材料費・外注
費の見直し、購入単位や購入時期の最適化、在庫の見直し等に取り組み、一部には低減効果が現れている
ものの、原油の高騰に起因する原材料の値上げ要請も生じているため、今後は一層の工夫と努力が求めら
れますので、さらなる原価低減に注力してまいります。
　新規事業への取り組みにつきましては、コア技術を活用した投資リスクの少ない事業領域において、比
較的短期間で、業績貢献できる事業に的を絞り、活動を開始いたしました。具体的な案件も複数発生して
おり、既に受注した案件もありますので、早期に利益貢献できるよう取り組んでまいります。
　なお、引き続き経営資金は十分確保されており、売上債権も順調に回収されております。
　よって、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上述した重要な疑義の影響を四
半期連結財務諸表には反映しておりません。
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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】
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)

電子応用機器
・装置事業

電子部品
組立事業

合計 消去又は全社 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高 652,305 96,468 748,774 ― 748,774

営業利益又は営業損失（△） △ 155,993 3,459 △ 152,533 △ 93,224 △ 245,758

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分に属する主要な製品の名称

① 電子応用機器・装置事業・・・光ディスク関連機器・装置、その他特殊機器・装置

② 電子部品組立事業・・・・・・製氷機用プリント基板組立、その他のプリント基板組立等

③ その他の事業・・・・・・・・その他

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．その他 (3)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、営業損失が、電子応用機器・装置事業で72,632千円増加しております。

（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）

「定性的情報・財務諸表等」４．その他 (3)に記載のとおり、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

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、営業損失が、電子応用機器・装置事業で2,126

千円増加しております。

【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)

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン
ト情報の記載を省略しております。

【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)

アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 156,361 27,413 1,586 185,361

Ⅱ 連結売上高(千円) 748,774

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 20.9 3.7 0.2 24.8

(注) １ 国または地域は、地理的近接度によって区分しております。

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

① アジア・・・・台湾、韓国、中国、インド、マレーシア、シンガポール、アラブ首長国連邦

② 北米・・・・・アメリカ、カナダ

③ ヨーロッパ・・オーストリア、スウェーデン

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国また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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等
(1)（要約）前四半期連結損益計算

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（千円）

Ⅰ 売上高 1,089,748

Ⅱ 売上原価 957,224

　売上総利益 132,524

Ⅲ 販売費及び一般管理費 318,223

　営業損失（△） 185,698

Ⅳ 営業外収益 15,836

Ⅴ 営業外費用 5,734

　経常損失（△） 175,596

Ⅵ 特別利益 955

Ⅶ 特別損失 1,490

　税金等調整前四半期純損失（△） 176,131

　法人税、住民税及び事業税 2,215

　四半期純損失（△） 178,347
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(2)（要約）前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)

区  分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税金等調整前四半期純損失 △ 176,131

　 減価償却費 21,229

　 賞与引当金の減少額 △ 33,789

　 退職給付引当金の増減額 10,124

　 役員退職慰労引当金の増減額 742

　 事業構造改革引当金の増減額（△：減少額） △ 225,621

　 売上債権の増減額（△：増加額） △ 32,615

　 たな卸資産の増減額（△：増加額） △ 179,909

　 仕入債務の増減額 167,752

　 未払消費税等の増減額 15,070

　 事業構造改革に伴う未払退職金の増減額（△：減少額） △ 286,657

　 その他 △ 23,353

　小  計 △ 743,158

　 利益及び配当金の受取額 1,639

　 利息の支払額 △ 5,082

　 法人税等の支払額 △ 6,155

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 752,756

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 △ 5,910

　 有形固定資産の取得による支出 △ 3,282

　 有形固定資産の売却による収入 2,591

　 その他 4,253

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,346

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 長期借入金の借入による収入 600,000

　 長期借入金の返済による支出 △ 69,999

　 自己株式取得による支出 △ 175

　財務活動によるキャッシュ・フロー 529,825

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 702

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 224,575

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,344,280

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高 46,595

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 1,166,301
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(3)セグメント情報
【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)

電子応用機器
・装置事業

電子部品
組立事業

その他の事業 合計 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

955,965 133,527 255 1,089,748 ― 1,089,748

　(2) セグメント間の
      内部売上高又は
      振替高

― ― ― ― ― ―

計 955,965 133,527 255 1,089,748 ― 1,089,748

営業費用 1,091,513 127,694 ― 1,219,208 56,238 1,275,447

営業利益又は

営業損失（△）
△ 135,548 5,832 255 △ 129,460 △ 56,238 △ 185,698

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分に属する主要な製品の名称

① 電子応用機器・装置事業・・・光ディスク関連機器・装置、その他特殊機器・装置等

② 電子部品組立事業・・・・・・製氷機用プリント基板組立、その他のプリント基板組立等

③ その他の事業・・・・・・・・その他

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（56,238千円）は、親会社の総務経理部門等

の管理部門に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間の本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超で

あるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

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)

アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 247,197 61,622 11,755 320,574

Ⅱ 連結売上高(千円) 1,089,748

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 22.7 5.6 1.1 29.4

(注) １ 国または地域は、地理的近接度によって区分しております。

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

① アジア・・・・台湾、韓国、中国、マレーシア、インドネシア

② 北米・・・・・アメリカ

③ ヨーロッパ・・オーストリア、スウェーデン
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6. その他の情報

生産及び販売の状況
（１）生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであ
ります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％）

電子応用機器・装置事業 239,570 ―

電子部品組立事業 78,845 ―

合計 318,416 ―

（注）１ 生産高は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２ 前第１四半期連結会計期間において生産実績を作成していないため、前年同期比は記入しておりません。

（２）受注状況
当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

電子応用機器・装置事業 673,614 △ 49.10 849,719  △ 36.70

電子部品組立事業 88,038 △ 33.50 16,285  △ 52.30

合計 761,652 △ 47.70 866,004  △ 37.10

（注）１ 生産高は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績
当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 売上高（千円） 前年同期比（％）

電子応用機器・装置事業 652,305 △ 31.8

電子部品組立事業 96,468 △ 27.8

合計 748,774 △ 31.3

（注）１ 前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間の主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合は、次の

とおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間 前第１四半期連結会計期間

（自 平成20年４月１日
　 至 平成20年６月30日）

（自 平成19年４月１日
　 至 平成19年６月30日）

売上高（千円） 割合（％） 売上高（千円） 割合（％）

菱電商事株式会社 96,468 12.9 133,527 12.3

WORLD VATAGE CO.,LTD 77,113 10.3 206,157 18.9

２ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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