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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 980 ― △81 ― △69 ― △70 ―
20年3月期第1四半期 868 △36.5 △108 ― △92 ― △106 ―

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 △13.92 ―
20年3月期第1四半期 △21.01 ―

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 4,358 1,921 44.1 377.98
20年3月期 5,013 1,947 38.8 383.08

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,921百万円 20年3月期  1,947百万円

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 2,500 △14.2 50 85.5 30 128.7 15 △78.6 2.95
通期 5,800 △8.2 200 △9.3 150 △7.3 90 △59.7 17.70

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、4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、4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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
・なお、上記業績予想に関する事項は、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参照下さい。 

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  5,184,000株 20年3月期  5,184,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  100,897株 20年3月期  99,566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  5,083,794株 20年3月期第1四半期  5,086,522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

当社グループは、高付加価値商品の開発、製造、販売、サポート体制の強化を推し進めることにより、継

続的成長と収益力の向上に努めております。当第1四半期連結会計期間においては、年度後半偏重傾向にある

当社主要市場の需要・購買動向等の影響が残るものの、所期の目標に向かっての一定の改善が見られました。

以上の結果、当第1四半期連結会計期間における売上高は980百万円（前年同期比12.8％増）となりました。

損益面におきましては、営業損失は81百万円（前年同期は営業損失108百万円）、経常損失は69百万円（前年

同期は経常損失92百万円）、四半期純損失70百万円(前年同期は純損失106百万円)となりました。

事業の種類別セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

① 電子部品・計測器

電子部品関係は高周波関連商品、特殊用途商品を中心に堅調に推移し、計測器関係においては、無線LAN

テスタ等の需要の増加が売上増に寄与したことなどにより、売上高は534百万円（前年同期比91.6％増）、

営業利益70百万円（前年同期比122.3％増）となりました。

② 理化学機器

科学機器関係は、熱物性顕微鏡及びルビジウム周波数標準器等の販売が堅調に推移したものの、前期に

おける子会社テスコ社（非破壊検査装置販売）売却の影響で売上高が減少いたしました。ダイヤモンド成

膜装置においては、概ね当初予想どおりに推移いたしました。この結果、売上高は266百万円（前年同期比

19.7％減）、営業損失は18百万円（前年同期は営業損失7百万円）となりました。

③ 半導体製造装置

海外子会社による再生半導体製造装置の販売が顧客設備投資の抑制から低調に推移したことにより、売

上高は179百万円(前年同期比30.6％減)、営業損失は15百万円(前年同期は営業損失4百万円)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（１） 財政状態

（総資産）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は4,358百万円であり、前年度末5,013百万円に比べ655百万円減

少いたしました。このうち、流動資産は675百万円減少の3,836百万円、固定資産は19百万円増加の521百

万円でした。流動資産の減少は主として、受取手形及び売掛金の減少576百万円及び棚卸資産の減少136

百万円によるものであります。固定資産の増加は投資有価証券の評価替等による増加30百万円や有形固

定資産の減価償却等による減少9百万円によるものであります。

（負債）

当第1四半期連結会計期間末の負債は2,437百万円で前年度末に比べ629百万円減少いたしました。これ

は買掛金584百万円の減少及び有利子負債を114百万円削減したことによるものであります。

（純資産）

当第1四半期連結会計期間末の純資産は1,921百万円であり、前年度末に比べ26百万円減少いたしまし

た。これは、当第1四半期連結会計期間純損失70百万円等に伴う株主資本の減少79百万円の他、為替や株

式の市場価格変動による評価・換算差額等の53百万円増加によるものであります。
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（２） キャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末の2,111百万円から37百万円減少し、

2,073百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況）

当第1四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の減少による

697百万円増加及び仕入債務の減少による612百万円減少により53百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況）

当第1四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、長期貸付金の回収による収

入4百万円がありましたが、有形固定資産取得による支出3百万円等の結果、僅少額の支出となりました。

（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ける財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額60百

万円、長期借入金の返済54百万円により114百万円の支出となりました。

以上の活動の結果及び為替レートの変動が海外子会社の現金及び現金同等物の円換算に与えた影響により、

連結キャッシュ・フローは37百万円のマイナスとなりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループの関連市場でありますエレクトロニクス業界におきましては、競争激化による価格下落、投

資の抑制、原油・原材料価格の高騰、円高傾向等、厳しい経営環境が続くものと予測されます。このような

環境のもと、半導体製造装置関係の比率の高い海外子会社の業績が当初予想を下回る可能性がありますが、

電子部品・計測器事業が好調に推移する見通しであり、連結業績予想につきましては、現時点では平成20年5

月15日に公表しました計画から変更はありません。
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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

ⅰ) 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しております。

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行っております。

ⅱ）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

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。 

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。

 ② 四半期連結財務諸表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

「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)を

当第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。 

　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。

　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

「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）を当第1四半期連結会計期間から適用し、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。

決算短信 2008年08月12日 12時00分 03262xe11_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－ 4 －



セキテクノトロン㈱(7457)平成21年3月期 第1四半期決算短信

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 2,073,564 2,111,552

受取手形及び売掛金 864,476 1,440,526

商品及び製品 231,374 401,815

仕掛品 146,516 116,579

原材料及び貯蔵品 110,336 106,630

その他 441,831 362,923

貸倒引当金 △31,145 △27,713

流動資産合計 3,836,954 4,512,314

固定資産

有形固定資産 210,494 219,716

無形固定資産 5,547 5,781

投資その他の資産

投資有価証券 246,712 215,991

その他 121,402 125,208

貸倒引当金 △62,632 △65,091

投資その他の資産合計 305,483 276,108

固定資産合計 521,524 501,606

資産合計 4,358,479 5,013,921
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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)

負債の部

流動負債

買掛金 379,519 963,836

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

短期借入金 416,400 476,400

前受金 317,219 211,840

その他 165,264 171,741

流動負債合計 1,478,404 2,023,818

固定負債

社債 320,000 320,000

長期借入金 223,100 277,200

退職給付引当金 339,326 343,687

役員退職慰労引当金 54,788 68,018

その他 21,527 33,470

固定負債合計 958,742 1,042,376

負債合計 2,437,146 3,066,194

純資産の部

株主資本

資本金 913,400 913,400

資本剰余金 821,903 821,903

利益剰余金 144,874 224,392

自己株式 △17,190 △17,005

株主資本合計 1,862,987 1,942,689

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 49,765 32,445

繰延ヘッジ損益 △7,951 △42,385

為替換算調整勘定 16,530 14,975

評価・換算差額等合計 58,345 5,036

純資産合計 1,921,332 1,947,726

負債純資産合計 4,358,479 5,013,921
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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 980,155

売上原価 700,798

売上総利益 279,357

販売費及び一般管理費 361,178

営業損失（△） △81,821

営業外収益

受取利息 2,834

受取配当金 1,935

為替差益 16,010

その他 1,063

営業外収益合計 21,844

営業外費用

支払利息 5,921

支払手数料 475

支払保証料 1,344

その他 1,970

営業外費用合計 9,712

経常損失（△） △69,688

特別利益

貸倒引当金戻入額 157

特別利益合計 157

税金等調整前四半期純損失（△） △69,531

法人税、住民税及び事業税 1,229

四半期純損失（△） △70,760
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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（△） △69,531

減価償却費 16,972

貸倒引当金の増減額（△は減少） 971

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,360

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,230

受取利息及び受取配当金 △4,770

支払利息 5,921

売上債権の増減額（△は増加） 697,405

未収入金の増減額（△は増加） △99,068

たな卸資産の増減額（△は増加） 140,014

仕入債務の増減額（△は減少） △612,259

その他 △92

小計 57,971

利息及び配当金の受取額 4,750

利息の支払額 △3,680

法人税等の支払額 △5,287

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,754

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 △1,514

長期貸付金の回収による収入 4,027

有形固定資産の取得による支出 △3,230

その他 98

投資活動によるキャッシュ・フロー △619

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） △60,000

長期借入金の返済による支出 △54,100

自己株式の取得による支出 △184

配当金の支払額 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,293

現金及び現金同等物に係る換算差額 23,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,988

現金及び現金同等物の期首残高 2,111,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,073,564
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(4) 継続企業の前提に関する注記

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）

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）

電子部品
・計測器
(千円)

理化学
機器
(千円)

半導体
製造装置
(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

534,849 266,127 179,179 980,155 ― 980,155

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 534,849 266,127 179,179 980,155 ― 980,155

　 営業利益又は
　 営業損失(△)

70,296 △18,667 △15,046 36,582 (118,404) △81,821

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　  ２ 各区分の主な品目

       (1) 電子部品・計測器・・・高周波関連部品、無線LANテスタ、その他

       (2) 理化学機器・・・マイクロ波プラズマCVDダイヤモンド成膜装置、分光分析機器、その他

       (3) 半導体製造装置・・・薄膜用メッキ装置、再生半導体製造装置、その他

【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
(千円)

北米
(千円)

アジア
(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

786,034 16,358 177,763 980,155 ― 980,155

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

2,248 444,908 5,220 452,376 (452,376) ―

計 788,282 461,266 182,983 1,432,532 (452,376) 980,155

　 営業利益又は
　 営業損失(△)

67,053 △17,312 △11,333 38,407 (120,229) △81,821

(注) １ 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は次のとおりであります。

　 (1) 北米……米国
　 (2) アジア……シンガポール、中国他
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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）

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 232,485 18,098 250,584

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 980,155

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合(％)

23.7 1.8 25.5

(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 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。

　 アジア……シンガポール、中国他

     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」

前四半期にかかる連結財務諸表等

　(1)四半期連結損益計算書

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 売上高 868,691

Ⅱ 売上原価 554,306

　 売上総利益 314,384

Ⅲ 販売費及び一般管理費 423,213

　 営業損失（△） △108,828

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 894

　２ 受取配当金 1,539

　３ 為替差益 24,345

　４ その他 4,688 31,469

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 11,063

　２ その他 4,569 15,633

　 経常損失（△） △92,992

Ⅵ 特別利益

　１ 貸倒引当金戻入益 578

　２ 固定資産売却益 220 798

Ⅶ 特別損失

　１ 貸倒引当金繰入額 6,148

　２ 固定資産除却損 38 6,187

　 税金等調整前四半期

　 純損失(△)
△98,381

　 税金費用 8,489

　 四半期純損失(△) △106,870
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　(2)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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

　 税金等調整前四半期純損失(△) △98,381

　 減価償却費 16,616

　 貸倒引当金の増減額(△は減少) 5,556

　 退職給付引当金の増減額(△は減少) △6,458

　 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 3,238

　 受取利息及び受取配当金 △2,434

　 支払利息 11,063

　 固定資産売却益 △220

　 固定資産除却損 38

　 売上債権の増減額(△は増加) 887,662

　 たな卸資産の増減額(△は増加) △90,958

　 仕入債務の増減額(△は減少) △68,304

　 その他流動資産の増減額(△は増加) △61,874

　 その他固定資産の増減額(△は増加) 1,334

　 その他流動負債の増減額(△は減少) △3,202

　 小計 593,673

　 利息及び配当金の受取額 2,434

　 利息の支払額 △14,550

　 法人税等の支払額 △4,713

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 576,844

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 △3,008

　 投資有価証券の取得による支出 △1,306

　 長期貸付金の回収による収入 300

　 有形固定資産の取得による支出 △6,476

　 有形固定資産の売却による収入 317

　 その他投資等の増減額(△は増加) △1,209

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △11,383

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(△は減少) △794,644

　 長期借入金の返済による支出 △54,100

　 社債償還による支出 △30,000

　 配当金の支払額 △48

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △878,792

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,202

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △307,128

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,891,613

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,584,485
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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）

電子部品
・計測器
(千円)

理化学
機器
(千円)

半導体
製造装置
(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

279,100 331,329 258,260 868,691 ― 868,691

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 279,100 331,329 258,260 868,691 ― 868,691

　 営業利益又は
　 営業損失(△)

31,626 △7,484 △4,830 19,310 (128,139) △108,828

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

     ２ 各区分の主な品目

      (1) 電子部品・計測器・・・高周波関連部品、無線LANテスタ、その他

      (2) 理化学機器・・・マイクロ波プラズマCVDダイヤモンド成膜装置、分光分析機器、その他

      (3) 半導体製造装置・・・薄膜用メッキ装置、再生半導体製造装置、その他
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