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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 16,889 ― △1,907 ― △1,736 ― △1,049 ―

20年3月期第1四半期 19,707 △13.3 △564 ― △496 ― △935 ―

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 △13.40 ―

20年3月期第1四半期 △11.79 ―

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 107,548 28,854 26.7 367.30
20年3月期 106,321 29,695 27.8 377.78

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  28,760百万円 20年3月期  29,581百万円

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 ― 2.50 7.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

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 45,000 1.0 800 △9.2 700 △7.5 100 ― 1.28
通期 100,000 6.5 3,500 62.5 3,200 64.0 1,500 ― 19.16

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. その他をご覧下さい。  

(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. その他をご覧下さい。 

(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、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、リスク
や不確実性を含んでおります。実際の業績は、当社の取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの変動など、今後様々な要因によって予想数値と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  79,365,600株 20年3月期  79,365,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,063,187株 20年3月期  1,062,355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  78,302,920株 20年3月期第1四半期  79,306,516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、長期化するサブプライムローン問題による世界経済の減
速懸念や、原油をはじめとする原材料価格の高騰などの影響を受け、景気の先行き不透明感がさらに強まる
展開となりました。
このような状況下、当社グループは、中期経営計画「ACTION 60」（平成19年度～平成21年度）の基本方針

として技術戦略、生産戦略、営業・サービス戦略を中心に据え、企業価値の向上および経営基盤の強化を図
るとともに、受注・売上の確保に努めました。
この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は16,889百万円（前年同期比14.3%減）となりました。
損益面におきましては、営業損失は1,907百万円（前年同期は営業損失564百万円）、経常損失は1,736百万

円（前年同期は経常損失496百万円）、四半期純損失は1,049百万円（前年同期は純損失935百万円）となりま
した。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
① 理科学機器
透過電子顕微鏡は、最先端分野での研究開発をはじめとして、材料開発、医学・生物学の基礎研究から

品質管理などの幅広い分野で需要に応え、前年同期並みの売上を確保しました。
分析機器も前年同期並みの売上を確保しました。
この結果、売上高は7,652百万円（前年同期比9.3%増）となりました。

② 産業機器
走査電子顕微鏡は、ナノテクノロジーの最先端分野での研究開発をはじめ、材料の検証・評価・欠陥解

析、品質管理などの需要に応えましたが、フィールドエミッション走査電子顕微鏡、汎用・分析走査電子
顕微鏡とも売上は減少しました。
半導体関連においては、市場のニーズは低調に推移し、売上が減少しました。
医用関連の売上は減少しましたが、光学薄膜や成膜関連においては、前年同期並みの売上を確保しま

した。
この結果、売上高は9,237百万円（前年同期比27.3%減）となりました。

所在地別のセグメントの業績は次のとおりであります。
① 日本
理科学機器は、透過電子顕微鏡、分析機器とも売上は減少しました。

産業機器は、電子ビーム蒸着用電子銃・電源や直進形電子銃・電源は前年同期並みの売上を確保しまし
たが、計測検査機器、半導体・医用関連の売上は減少しました。
この結果、売上高は10,873百万円（前年同期比18.5%減）となりました。

② 北米・中南米
電子顕微鏡を中心に前年同期並みの売上を確保しました。
この結果、売上高は2,458百万円（前年同期比3.9%減）となりました。

③ その他
欧州、東南アジア地域とも電子顕微鏡を中心に前年同期並みの売上を確保しました。
この結果、売上高は3,558百万円（前年同期比6.6%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資産合計は前連結会計年度末から1,226百万円増加の107,548百万円とな
りました。主なものとしては、受取手形及び売掛金が4,154百万円減少、棚卸資産が4,235百万円増加して
おります。
当第１四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末から2,067百万円増加し、78,694百万円とな

りました。これは主に、短期借入金の増加2,279百万円によるものであります。
一方、純資産合計は利益剰余金の減少に伴い28,854百万円となりました。以上の結果、当第１四半期末

の自己資本比率は前連結会計年度末から1.1％減少し26.7％となりました。

(2) 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、営業活動による資
金の減少が1,111百万円であったことに加え、有形固定資産の取得等により投資活動による資金の減少が
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1,633百万円となりました。
一方、借入金による資金調達及び配当金の支払等を行い、財務活動のよる資金の増加は1,565百万円とな

りました。以上の結果、当第１四半期会計期間末の資金は8,388百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期連結会計期間において営業活動による資金の減少は1,111百万円となりました。これは主に

売上債権の減少があったものの棚卸資産の増加及び仕入債務の減少等により減少したものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期連結会計期間において投資活動による資金の減少は1,633百万円となりました。これは主に

有形固定資産の取得による支出等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）
当第１四半期連結会計期間において財務活動による資金の増加は1,565百万円となりました。これは主に

借入金による資金調達及び配当金の支払等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

平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年5月13日に公表しました業績予想に変更はござい
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
1) 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年度末に算定したものと著しい変化がな
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。

2) 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。
3) 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

税引前純利益に重要な税務調整を加えた後の課税所得を基に未払法人税等を算出しております。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理
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」等の適用

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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用
棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法及び最終仕入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から、「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、主として移動平均法による原価法
及び最終仕入原価法(貸借対照評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)によってお
ります。 
これによる損益に与える影響額はありません。

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扱い」の適用
当第１四半期連結会計期間から、「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」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)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額は軽微であります。

④「リース取引等に関する会計基準」等の適用
当第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年

６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適
用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指
針第16号を早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 
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また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。
なお、リース取引開始日が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。
これによる損益に与える影響額はありません。
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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 8,465 9,270

受取手形及び売掛金 20,590 24,745

商品及び製品 19,338 15,905

原材料及び貯蔵品 6,143 6,320

仕掛品 16,580 15,601

その他 6,328 4,577

貸倒引当金 △161 △154

流動資産合計 77,285 76,266

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,771 7,836

機械装置及び運搬具（純額） 945 959

工具、器具及び備品（純額） 4,899 4,722

土地 1,468 1,444

建設仮勘定 377 775

有形固定資産合計 15,463 15,739

無形固定資産 753 774

投資その他の資産

投資有価証券 9,456 8,855

その他 4,564 4,650

貸倒引当金 △59 △54

投資その他の資産合計 13,961 13,450

固定資産合計 30,178 29,964

繰延資産

繰延資産合計 84 91

資産合計 107,548 106,321
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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 18,470 19,381

短期借入金 20,039 17,760

1年内償還予定の社債 460 460

未払法人税等 942 749

賞与引当金 1,793 1,159

その他 13,212 13,083

流動負債合計 54,917 52,593

固定負債

社債 4,410 4,510

転換社債型新株予約権付社債 6,000 6,000

長期借入金 5,548 5,999

退職給付引当金 6,609 6,373

役員退職慰労引当金 728 689

その他 480 460

固定負債合計 23,776 24,032

負債合計 78,694 76,626

純資産の部

株主資本

資本金 6,740 6,740

資本剰余金 6,346 6,346

利益剰余金 14,625 15,895

自己株式 △529 △528

株主資本合計 27,183 28,452

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,347 2,030

繰延ヘッジ損益 13 141

為替換算調整勘定 △783 △1,043

評価・換算差額等合計 1,577 1,129

少数株主持分 94 113

純資産合計 28,854 29,695

負債純資産合計 107,548 106,321
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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 16,889

売上原価 11,813

売上総利益 5,076

販売費及び一般管理費 5,529

開発研究費 1,453

営業損失（△） △1,907

営業外収益

受取利息 15

受取配当金 52

持分法による投資利益 58

為替差益 158

その他 146

営業外収益合計 430

営業外費用

支払利息 114

売上債権売却損 65

その他 80

営業外費用合計 259

経常損失（△） △1,736

特別利益

固定資産売却益 1

貸倒引当金戻入額 4

その他 8

特別利益合計 13

特別損失

固定資産除却損 0

その他 1

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純損失（△） △1,724

法人税、住民税及び事業税 233

法人税等調整額 △893

法人税等合計 △660

少数株主損失（△） △14

四半期純損失（△） △1,049
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(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損失（△） △1,724

減価償却費 808

賞与引当金の増減額（△は減少） 631

退職給付引当金の増減額（△は減少） 211

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 39

固定資産除売却損益（△は益） △0

受取利息及び受取配当金 △67

支払利息 114

売上債権売却損 65

売上債権の増減額（△は増加） 4,569

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,744

仕入債務の増減額（△は減少） △1,382

その他 △333

小計 △814

利息及び配当金の受取額 78

利息の支払額 △109

売上債権売却損の支払額 △65

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △200

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △100

有形固定資産の取得による支出 △1,561

その他 28

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,633

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） 2,297

長期借入金の返済による支出 △492

社債の償還による支出 △100

配当金の支払額 △136

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △775

現金及び現金同等物の期首残高 9,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,388
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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

該当事項はありません。

(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)

理科学機器
(百万円)

産業機器
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

7,652 9,237 16,889 ― 16,889

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― (   ― ) ―

計 7,652 9,237 16,889 (   ― ) 16,889

営業利益又は営業損失(△) △ 686 △ 461 △ 1,148 (  759 ) △ 1,907

(注) １ 事業区分の方法

事業区分は、製品の販売市場別に区分しております。

２ 各区分に属する主要製品名

事業区分 主要製品名

理科学機器 透過電子顕微鏡等の電子光学機器、核磁気共鳴装置、質量分析計等の分析機器他

産業機器
走査電子顕微鏡等の計測検査機器、電子ビーム描画装置、ウエハプロセス評価装置、
高周波電源、自動分析装置他

【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・中南米
(百万円)

その他
(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

10,873 2,458 3,558 16,889 ― 16,889

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

2,104 75 62 2,241 ( 2,241) ―

計 12,977 2,533 3,621 19,131 ( 2,241) 16,889

営業利益又は営業損失(△) △ 1,592 △ 95 286 △ 1,401 (   505) △ 1,907

(注) １ 地域は、地理的近接度によって区分しております。

２ 本邦以外の区分に属する主のな国又は地域の内訳は次の通りであります。

(1) 北米・中南米・・・・・・米国、カナダ、メキシコ

(2) その他・・・・・・・・・欧州、東南アジア、オーストラリア
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【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・中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,068 4,603 8,671

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 16,889

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

24.1 27.3 51.3

(注) １ 地域は、地理的近接度によって区分しております。

２ 本邦以外の区分に属する主のな国又は地域の内訳は次の通りであります。

(1) 北米・中南米・・・・・・米国、カナダ、メキシコ

(2) その他・・・・・・・・・欧州、アジア、オーストラリア

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。
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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書

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(百万円)

売上高 19,707

売上原価 13,136

売上総利益 6,570

販売費及び一般管理費 5,618

開発研究費 1,517

営業損失（△） △ 564

営業外収益

　受取利息 58

　受取配当金 40

　持分法による投資利益 48

　為替差益 50

　その他 110

　営業外収益合計 309

営業外費用

　支払利息 107

　売上債権売却損 92

　その他 41

　営業外費用合計 241

経常損失（△） △ 496

特別利益

　貸倒引当金戻入益 4

　その他 1

　特別利益合計 6

特別損失

　固定資産除却損 13

　その他 100

　特別損失合計 114

税金等調整前四半期純損失（△） △ 604

法人税、住民税及び事業税 187

法人税等調整額 161

少数株主損失（△） △ 18

四半期純損失（△） △ 935
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（２）（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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(百万円)

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（△） △ 604

　減価償却費 607

　賞与引当金の増減額（△は減少） 824

　退職給付引当金の増減額 107

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9

　固定資産除売却損益 12

　受取利息及び受取配当金 △ 99

　支払利息 107

　売上債権売却損 92

　売上債権の増減額（△は増加） 4,030

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,833

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 2,594

　その他 △ 304

　小計 356

　利息及び配当金の受取額 116

　利息の支払額 △ 104

　売上債権売却損の支払額 △ 92

　法人税等の支払額及び還付額 △ 2,091

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資有価証券の取得による支出 △ 107

　有形固定資産の取得による支出 △ 854

　その他 121

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 841

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金増減額（△は減少） 603

　長期借入金の返済による支出 △ 487

　配当金の支払額 △ 380

　その他 1,073

　財務活動によるキャッシュ・フロー 808

現金及び現金同等物に係る換算差額 334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1,514

現金及び現金同等物の期首残高 15,091

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,577
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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)

理科学機器
(百万円)

産業機器
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

7,004 12,703 19,707 ― 19,707

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― (   ― ) ―

計 7,004 12,703 19,707 (  ― ) 19,707

営業利益又は営業損失(△) △ 311 503 191 (  756 ) △ 564

(注) １ 事業区分の方法

事業区分は、製品の販売市場別に区分しております。

２ 各区分に属する主要製品名

事業区分 主要製品名

理科学機器 透過電子顕微鏡等の電子光学機器、核磁気共鳴装置、質量分析計等の分析機器他

産業機器
走査電子顕微鏡等の計測検査機器、電子ビーム描画装置、ウエハプロセス評価装置、
高周波電源、自動分析装置他
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