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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 3,566 ― 49 ― 48 ― 45 ―

20年3月期第1四半期 2,523 △22.5 △394 ― △426 ― △434 ―

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 2.09 ―

20年3月期第1四半期 △20.18 ―

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 14,183 195 1.4 9.09
20年3月期 14,023 111 0.8 5.19

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  195百万円 20年3月期  111百万円

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 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 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  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 7,600 ― 170 ― 40 ― 30 ― 1.39
通期 15,300 19.1 450 ― 120 ― 100 ― 4.64

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あたっての注意事項については、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下さい。 
（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。  

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  21,538,000株 20年3月期  21,538,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,513株 20年3月期  2,513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  21,535,487株 20年3月期第1四半期  21,535,879株

1



【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１四半期における我が国経済は、急速に進む原油・原材料価格の高騰や米国経済の減速によ

る輸出の伸び悩み等、景気先行きの不透明感から個人投資や設備投資の停滞感が増してきました。 

このような状況のもと、当社グループは事業環境の変化に対応した選択と集中に取り組むことと

し、中核事業の強化や効率的生産体制の構築、固定費削減等の経営体質強化を進めるとともに、新

規顧客の開拓や重点顧客における採用機種増加等による受注拡大を積極的に推進して参りました。 

この結果、第１四半期連結業績は売上高 3,566 百万円（前年同期比 41.3％増）、営業利益 49 百万

円、経常利益 48 百万円、四半期純利益 45 百万円となりました。 

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

   

【電子機器事業】 

主力事業である通信事業は、ＷｉＭＡＸ等の次世代通信インフラ設備投資の本格化を前に、携帯

電話基地局用増幅器が一時的な端境期を迎え減少しましたが、その他の基地局周辺機器の需要拡大

等によって売上は増加しました。 

 また、立体関連事業の売上は減少したものの、電子システム関連事業の売上は、レーダ機器試験

用シミュレータの大口案件の計上に加えて、海外向け放射線治療装置用ＲＦドライバが堅調に推移

し、大幅に増加しました。 

この結果、電子機器事業部門の売上高は 1,799 百万円（前年同期比 45.6%増）、営業利益 37 百万円

となりました。 

 

【産業機器事業】 

主力事業として育成に注力しております高周波誘導加熱事業は、市場ニーズに基づいたコスト競

争力の高い製品開発を推進し、「塗装乾燥・薄板加熱」、「太陽電池・半導体」、「焼入れ」、「非接触給

電」の４分野を重点的市場と位置づけ拡販に取り組んで参りました。この結果、薄板加熱分野にお

ける高周波電源装置や焼入れ分野における横型焼入装置等が好調に推移し、売上は大幅に増加しま

した。 

フラットパネル洗浄事業は海外向け大口案件の計上に加えて、主に韓国・台湾を中心としたアジ

ア地域の受注が堅調に推移し、売上は大幅に増加しました。一方、精密洗浄事業では、景気減速懸

念を背景とした顧客の設備投資計画延期等の影響により、売上は減少しました。 

この結果、産業機器事業部門の売上高は 1,767 百万円（前年同期比 37.2%増）、営業利益 12 百万円

となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1 四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて 159 百万円増加し 14,183

百万円となりました。これは主に、現金及び預金が 93 百万円、たな卸資産が 106 百万円増加した一

方、受取手形及び売掛金が回収促進により 112 百万円減少したこと等によります。 

負債は、前連結会計年度に比べて 75 百万円増加し 13,987 百万円となりました。これは主に、借

入金が 150 百万円減少した一方、流動負債のその他に含まれる未払費用が 185 百万円、退職給付引

当金が 86 百万円それぞれ増加したこと等によります。 

純資産は、当第１四半期純利益の計上等により 195 百万円となりました。その結果、自己資本比

率は 0.6 ポイント増加し 1.4％となりました。    

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成 20 年 5 月 15 日に公表いた

しました第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更ありません。 

 

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簡便な会計処理 

   a.たな卸資産の評価方法 

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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

b.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 

  ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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。 
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  ②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、主として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。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第１四半期連結累計期間の売上原価は 26 百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ26百万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。 

  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。 

なお、リース取引開始日が、｢リース取引に関する会計基準｣適用初年度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引き続き採

用しております。これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

はありません。 
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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：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 1,163 1,069 

受取手形及び売掛金 4,495 4,608 

製品 168 154 

半製品 753 590 

原材料 423 453 

仕掛品 1,952 1,993 

その他 83 31 

貸倒引当金 △10 △10 

流動資産合計 9,031 8,892 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 2,079 2,117 

土地 1,356 1,356 

その他（純額） 653 637 

有形固定資産合計 4,089 4,110 

無形固定資産 558 560 

投資その他の資産 

投資有価証券 445 402 

その他 68 66 

貸倒引当金 △9 △8 

投資その他の資産合計 504 460 

固定資産合計 5,152 5,131 

資産合計 14,183 14,023 
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（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 2,234 2,170 

短期借入金 5,100 4,850 

1年内返済予定の長期借入金 1,540 940 

未払法人税等 4 22 

製品保証引当金 83 70 

受注損失引当金 － 18 

その他 1,056 962 

流動負債合計 10,019 9,033 

固定負債 

長期借入金 1,560 2,560 

退職給付引当金 2,322 2,236 

役員退職慰労引当金 18 33 

その他 66 48 

固定負債合計 3,967 4,878 

負債合計 13,987 13,911 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,000 4,000 

資本剰余金 3,473 3,473 

利益剰余金 △7,315 △7,360 

自己株式 △1 △1 

株主資本合計 157 112 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 80 55 

繰延ヘッジ損益 △5 △13 

為替換算調整勘定 △36 △43 

評価・換算差額等合計 38 △0 

純資産合計 195 111 

負債純資産合計 14,183 14,023 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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) 

売上高 3,566 

売上原価 2,560 

売上総利益 1,006 

販売費及び一般管理費 956 

営業利益 49 

営業外収益 

受取利息 0 

受取配当金 4 

為替差益 26 

その他 5 

営業外収益合計 37 

営業外費用 

支払利息 36 

その他 2 

営業外費用合計 38 

経常利益 48 

税金等調整前四半期純利益 48 

法人税等 3 

四半期純利益 45 
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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。 
  

該当事項はありません。 
  

 ①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 

 事業区分の方法は、当社製品の市場における用途に応じて、電子機器と産業機器にセグメンテーション 

しております。 

２ 各事業の主要な製品 

 (1) 電子機器・・・通信関連機器、電子システム関連機器、立体関連機器 

  (2) 産業機器・・・高周波誘導加熱装置、液晶洗浄装置、精密洗浄装置 

   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）②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、営業利益が電子機器で18百万円、産業機器で8百万円そ

れぞれ減少しております。 

  

  ②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） 

    全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別 

     セグメント情報の記載を省略しております。 
  

  ③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 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。 

 ２ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

 ３ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米・・・アメリカ、カナダ等 

  (2) アジア・・・台湾、韓国、中国等 

  (3) その他の地域・・・オーストラリア等 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

電子機器 
(百万円)

産業機器
(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

1,799 1,767 3,566 ― 3,566

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,799 1,767 3,566 ― 3,566

 営業利益 37 12 49 ― 49

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 244 952 2 1,199

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 3,566

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

6.9 26.7 0.0 33.6

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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 

 
  

（２）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） 

 
(注)  １ 事業区分の方法 

   事業区分の方法は、当社製品の市場における用途に応じて、電子機器と産業機器にセグメンテーションし

ております。 

 ２ 各事業の主要な製品 

     (1) 電子機器・・・移動通信基地局用送受信増幅装置、衛星通信機器、マイクロ波コンポーネント 

   (2) 産業機器・・・液晶パネル洗浄装置、精密洗浄装置、高周波誘導加熱装置 

「参考資料」

科  目

前第1四半期
（平成20年３月期 
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ売上高 2,523 

Ⅱ売上原価 2,044 

  売上総利益 479 

Ⅲ販売費及び一般管理費 873 

  営業損失（△） △ 394 

Ⅳ営業外収益 28 

Ⅴ営業外費用 60 

  経常損失(△） △ 426 

Ⅵ特別利益 0 

  税金等調整前四半期純損失(△) △ 426 

  法人税等 8 

  四半期純損失（△） △ 434 

電子機器 
（百万円）

産業機器
（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 1,235  1,288  2,523  － 2,523 

  (2) セグメント間の内部売上高
      又は振替高

－ － － － －

計 1,235  1,288  2,523  － 2,523 

営  業  費  用 1,216  1,702  2,918  － 2,918 

営業利益又は営業損失（△） 19  △ 413  △ 394  － △ 394 
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