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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 7,308 ― △126 ― △118 ― △153 ―

20年3月期第2四半期 7,336 11.1 323 △38.0 339 △31.0 53 △68.0

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2四半期 △26.98 ―

20年3月期第2四半期 9.43 8.78

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2四半期 17,214 8,438 49.0 1,479.31
20年3月期 17,948 8,688 48.4 1,523.46

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,438百万円 20年3月期  8,688百万円

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 ― 15.00 20.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 14,700 △3.0 △500 ― △460 ― △457 ― △80.13

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、４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 
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）および「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。 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
業績予想については、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  5,767,268株 20年3月期  5,767,268株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  63,806株 20年3月期  63,806株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  5,703,462株 20年3月期第2四半期  5,703,462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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国発の金融不安を背景にした株安・円高、原油価格の高

止まり、また、原材料高による収益圧迫が続き、引き続き強い不透明にさらされており、景気の落ち込みが一段と

鮮明になってきました。 

 電気・電子業界におきましては、薄型テレビの急速な普及を追い風に需要が大きく伸びてきてはいるものの、米

国発の金融の混乱を受け、米景気が減速し、テレビ需要が鈍化し、価格競争が一段と激しくなってきています。 

 このような状況のもと、当社グループは、取引先からの厳しいコストダウンの要求にもかかわらず、利益を確保

するため原価低減に努め、電子部品事業は当初の計画を達成し、利益を確保しましたが、プローブカード事業が市

場の成長鈍化の影響を受けて売上が計画より大きく減少し、グループ全体の利益を確保できない形となりました。

 この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成

績につきましては、売上高は7,308百万円、営業損失は126百万円、経常損失は118百万円、四半期純損失として153

百万円を計上することとなりました。 

 また、通期の業績については、電子部品事業におけるパネルメーカーの価格重視戦略、プローブカード事業にお

いては、半導体市場の低迷が続くと予想され、そのための施策を講じていますが、売上高及び収益ともに、当初の

計画を下方に修正することとなりました。 

事業の種類別セグメントの業績とその要因は次のとおりであります。 

なお、第１四半期連結会計期間より事業の種類別セグメントを変更しております。 

①電子部品事業 

 主力のモリブデン電極および溶接品については、パネルメーカーがコストを重視する中、取引先から製品の特性

が評価され売上を維持し、また、コスト低減に努めた結果、利益を確保することができました。また、半導体部品

についても、半導体メーカーの生産減の影響を受けましたが、計画通りに推移しました。この事業の売上高は

3,323百万円、営業利益は431百万円となりました。 

②プローブカード事業 

 デジタル家電、パソコンの生産調整のため、半導体市場が低迷し、取引先からの価格引下げ要求が一層強くなっ

てきています。また、ＬＣＤドライバー市場の低迷、特定の取引先の技術的要求に対応ができなかったことなどが

影響し、売上高が大きく減少しました。狭ピッチ・多ＤＵＴに対応するためのアドバンスカードの開発も佳境とな

り、コスト増になっています。この結果、この事業の売上高は2,526百万円、営業損失は51百万円となりました。 

③ＡＴＥ事業 

 韓国の取引先に対して主力製品のＬＣＤオープン・ショート検査システムが売上に貢献しました。取引先の納入

延期の影響を受け計画を達成しませんでしたが、景気状況が悪化する中、現在のところ取引先の投資シフトもな

く、当期の受注状況は好調に推移しています。ただ、下期に受注製品の売上が集中するため、この事業の売上高は

751百万円、営業損失は75百万円となりました。 

④ＯＶＩＳ事業 

 納入した偏光板貼合せシステムに対する追加改造が売上に貢献しました。商談案件については順調に推移してい

ますが、業界の事業環境の変動により売上を計画通り計上することができませんでした。取引先の検査工程に於け

るコスト削減や合理化要求に応えるべく、新偏光板貼合せシステムと継続して引合いが来ているＲＯＬＬ偏光板切

断システムの早期受注と拡販に注力致します。この事業の売上高は708百万円、営業損失は3百万円となりました。

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

 日本において、電子部品事業については、液晶テレビの価格下落によるパネルメーカーのコスト低減要求にもか

かわらず、高輝度化に優位性があるモリブデン電極の特性が、取引先から評価され出荷が伸び、売上が堅調に推移

しました。ただ、プローブカード事業については、半導体市場が低迷する中、取引先の値下げ要求が強くなり、ま

た、技術的な要求に対応できないことが影響し、大きく売上が減少しました。 

 この結果、売上高は6,646百万円、営業利益は247百万円となりました。 

②アジア 

 アジアにおいて、ロジック向けプローブカードの需要が高く、メモリー市場の急速な生産減少の影響を受けずに

すみ、また、為替が一時的に安定していたことによる外部要因が排除され、販売増加と生産性の上昇をそのまま業

績に反映することができました。 

 この結果、売上高は661百万円、営業利益は83百万円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

 当第２四半期における総資産は、主として、未収入金等が増加し受取手形及び売掛金等が減少したことにより、

前連結会計年度末に比べ734百万円減少し17,214百万円となりました。負債は、支払手形及び買掛金、長期借入金

等が増加し、短期借入金、未払法人税等などが減少したことにより、前連結会計年度末に比べ484百万減少し、

8,775百万円となりました。前連結会計年度末の純資産合計は8,688百万円であり、当第２四半期末の純資産は

8,438百万となり、自己資本比率は49.0%となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間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240百万円減少し、1,349百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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、498百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失161百万

円、未収入金の増加額1,801百万円、たな卸資産の増加額343百万円、法人税等の支払額229百万円等の支出要因が

あったものの、売上債権の減少額2,701百万円、減価償却費281百万円等の収入要因があったことによるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、228百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出145百

万円、投資有価証券の取得による支出45百万円等の支出要因があったこと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） 

 財務活動の結果支出した資金は、503百万円となりました。これは主に、長期借入金による収入750百万円等の

収入要因があったものの、社債の償還による支出528百万円、短期借入金の純減少額420百万円等の支出要因があ

ったこと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20年10月24日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  なお、事業別セグメントは、次のとおり見込んでおります。 

 世界的な景気の減速感は米国株式市場を発信源とした株価の乱高下となって現れ、この波及は米国経済及び日

本、アジア地域などの新興国にもおよび、第３四半期以降来期に向けても電気・電子業界とりわけ半導体関連企

業にとりましてさらに厳しい状況となる見方が必要であると判断され、当社の電子部品事業、プローブカード事

業、ＡＴＥ事業及びＯＶＩＳ事業においても第２四半期同様この大波の直撃を正面から受けてしまうことが予想

されます。 

 電子部品事業は、薄型テレビの需要悪化と液晶テレビの価格競争激化により、コスト重視のパネルメーカーか

らモリブデン電極を敬遠する動きが予測され、受注が長期にわたって大きく落ち込むことから売上及び収益の下

落が見込まれます。これにより、この事業の売上高5,000百万円、営業利益265百万円を見込んでおります。 

 プローブカード事業は、生産の効率を重視した多数個取りへの展開に伴う垂直型カードの採用増加傾向や、Ａ

Ｃプローブの本格的採用が進みつつあるものの、市場低迷は長期にわたると予想され、依然として状況は非常に

厳しく、売上高、収益ともに会社業績に多大な負荷となることが想定されます。これにより、この事業の売上高

4,900百万円、営業損失25百万円を見込んでおります。 

 ＡＴＥ事業は、下期に売上高が集中しておりますので利益面での改善を見込んでおりますが、昨年と同じく取

引先における設備投資計画の凍結及び延期のリスクをはらんでおります。これにより、この事業の売上高3,150百

万円、営業利益160百万円を見込んでおります。 

 ＯＶＩＳ事業は、業界の急激な事業環境変動により納入が来年度にずれ込むケースも出てきております。これ

により、この事業の売上高1,650百万円、営業利益は０百万円を見込んでおります。 
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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 たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度に係る実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却費は、固定資産の年間減価償却額を期間按分することにより計上しております。 

（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 

 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月別総平均法による原価法および個別法

による原価法によっておりましたが、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、主として月別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）および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。 

 これによる影響はありません。 

 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り扱い」の適用 

 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り扱

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。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税金調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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１【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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,385,318 1,618,968

受取手形及び売掛金 3,985,565 6,690,001

有価証券 10,572 10,550

商品 102,705 126,192

製品 1,060,487 987,996

原材料 1,211,231 1,108,455

仕掛品 667,178 480,581

貯蔵品 30,910 31,142

未収入金 2,171,539 370,385

その他 833,660 518,875

貸倒引当金 △15,722 △19,995

流動資産合計 11,443,446 11,923,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,043,549 3,044,312

減価償却累計額 △1,698,373 △1,667,305

建物及び構築物（純額） 1,345,175 1,377,006

機械装置及び運搬具 3,107,403 3,130,440

減価償却累計額 △2,143,960 △2,058,381

機械装置及び運搬具（純額） 963,442 1,072,058

工具、器具及び備品 1,594,484 1,597,793

減価償却累計額 △1,325,243 △1,294,714

工具、器具及び備品（純額） 269,240 303,079

土地 1,093,201 1,093,288

建設仮勘定 838 －

有形固定資産合計 3,671,897 3,845,432

無形固定資産   

のれん 47,591 72,928

その他 204,918 207,871

無形固定資産合計 252,509 280,799

投資その他の資産 1,846,213 1,899,456

固定資産合計 5,770,620 6,025,688

資産合計 17,214,066 17,948,843
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,705,840 3,540,031

短期借入金 2,441,660 2,644,580

未払金 332,031 402,536

未払法人税等 102,272 237,053

賞与引当金 229,768 209,244

その他 168,390 733,373

流動負債合計 6,979,964 7,766,819

固定負債   

長期借入金 1,141,620 828,450

退職給付引当金 538,407 533,131

負ののれん 82,992 99,385

その他 32,862 32,060

固定負債合計 1,795,882 1,493,027

負債合計 8,775,846 9,259,847

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金 2,984,214 2,984,214

利益剰余金 3,150,312 3,389,717

自己株式 △72,532 △72,532

株主資本合計 8,385,099 8,624,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,277 29,834

為替換算調整勘定 25,803 34,656

評価・換算差額等合計 52,080 64,491

新株予約権 1,040 －

純資産合計 8,438,220 8,688,995

負債純資産合計 17,214,066 17,948,843
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 7,308,826

売上原価 5,556,709

売上総利益 1,752,116

販売費及び一般管理費 1,878,314

営業損失（△） △126,197

営業外収益  

受取利息 2,425

受取配当金 1,235

負ののれん償却額 1,744

持分法による投資利益 44,010

その他 33,713

営業外収益合計 83,129

営業外費用  

支払利息 25,113

為替差損 32,748

その他 17,760

営業外費用合計 75,622

経常損失（△） △118,690

特別利益  

固定資産売却益 443

投資有価証券売却益 1,925

その他 996

特別利益合計 3,365

特別損失  

固定資産売却損 9,600

固定資産除却損 17,136

投資有価証券評価損 15,161

たな卸資産処分損 4,684

特別損失合計 46,583

税金等調整前四半期純損失（△） △161,908

法人税、住民税及び事業税 82,021

法人税等調整額 △90,077

法人税等合計 △8,055

四半期純損失（△） △153,852
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △161,908

減価償却費 281,740

持分法による投資損益（△は益） △44,010

投資有価証券評価損益（△は益） 15,161

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,275

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,524

受取利息及び受取配当金 △3,661

支払利息 25,113

投資有価証券売却損益（△は益） △1,925

有形固定資産除却損 17,136

売上債権の増減額（△は増加） 2,701,881

未収入金の増減額（△は増加） △1,801,378

たな卸資産の増減額（△は増加） △343,847

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47,727

その他の固定資産の増減額（△は増加） 13,758

仕入債務の増減額（△は減少） 99,632

その他の流動負債の増減額（△は減少） △35,960

その他 9,516

小計 749,320

利息及び配当金の受取額 8,289

利息の支払額 △29,292

法人税等の支払額 △229,588

営業活動によるキャッシュ・フロー 498,729

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 △30,030

定期預金の払戻による収入 23,021

有形固定資産の取得による支出 △145,778

有形固定資産の売却による収入 23,771

無形固定資産の取得による支出 △418

投資有価証券の取得による支出 △45,816

投資有価証券の売却による収入 4,211

その他 △57,458

投資活動によるキャッシュ・フロー △228,496

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） △420,000

長期借入れによる収入 750,000

長期借入金の返済による支出 △219,750

社債の償還による支出 △528,000

配当金の支払額 △85,551

財務活動によるキャッシュ・フロー △503,301

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △240,636

現金及び現金同等物の期首残高 1,590,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,349,448
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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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法および各区分に属する主要な製・商品の変更 

    事業区分の方法については、事業の種類、性質、製造方法等の観点から「電子部品事業」、「プローブ

カード事業」、「装置事業」の３事業としておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「電子部品事

業」、「プローブカード事業」、「ＡＴＥ事業」、「ＯＶＩＳ事業」の４事業に変更いたしました。この

変更は、従来の「装置事業」において提供する製品およびサービス提供を、より事業の実態に反映させる

ため、その内容区分の見直しを行った結果によるものであります。この変更による影響はありません。 

    また、各区分に属する主要な製・商品の変更については、従来の「装置事業」として含めておりました

ＶＩＳＩＯＮ関連装置等を「ＯＶＩＳ事業」として分離しております。 

２．各区分に属する主要な製・商品 

  

 
電子部品事業 
（千円） 

プローブカ
ード事業 
（千円） 

ＡＴＥ事業 
（千円） 

ＯＶＩＳ事業
（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 
3,323,279 2,526,259 751,073 708,213 7,308,826 － 7,308,826 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－ － － － － － － 

計 3,323,279 2,526,259 751,073 708,213 7,308,826 － 7,308,826 

営業利益又は損失

（△） 
431,200 △51,730 △75,321 △3,848 300,300 △426,498 △126,197 

事業区分 主要製品 

電子部品事業 

電子管用部品（カソード、ヒーター）、蒸着用素子、ＣＲＴ用部品、

ＬＣＤ表示用部品、ＣＣＦＬ用モリブデン電極、インプランテーショ

ン加工部品、エッチャー用アルミパーツ、シリコン電極等 

プローブカード事業 
ＩＣ用プローブカード、液晶駆動ＩＣ用プローブカード、垂直型プロ

ーブカード、ＯＣプローブ等 

ＡＴＥ事業 
液晶基板用検査装置、ＰＤＰ用検査装置、低温ｐ-ＳｉＴＦＴ液晶パネ

ル用検査装置、ＶＩＣプローブ等 

ＯＶＩＳ事業 ＶＩＳＩＯＮ関連装置等 
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 （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．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール 

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 （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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール・インド・マレーシア・フィリピン・タイ 

(2）その他……アメリカ 

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。 

  

  

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益          

 売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 6,646,887 661,939 7,308,826 － 7,308,826 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
148,433 86,493 234,927 △234,927 － 

 計 6,795,320 748,432 7,543,753 △234,927 7,308,826 

 営業利益又は損失（△） 247,216 83,339 330,556 △456,754 △126,197 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,415,086 59,395 1,474,481 

Ⅱ 連結売上高（千円）     7,308,826 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
19.4 0.8 20.2 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   7,336,905 100.0

Ⅱ 売上原価   5,230,880 71.3

売上総利益   2,106,025 28.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,782,092 24.3

営業利益   323,932 4.4

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 2,277    

２．受取配当金 5,369    

３．受取家賃 537    

４．持分法による投資利益 15,041    

５．為替差益 7,870    

６．保険金収入 10,005    

７．機械賃貸料 9,724    

８．その他 33,153 83,980 1.1

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息 34,191    

２. シンジケートローン手数料 17,987    

３．その他 15,929 68,107 0.9

経常利益   339,805 4.6

Ⅵ 特別利益      

１．固定資産売却益 703    

２．その他 473 1,176 0.0

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産売却損 6,580    

２．固定資産除却損 15,630    

３．減損損失 80,564    

４．投資有価証券評価損 16,955 119,732 1.6

税金等調整前中間（当期）
純利益   221,249 3.0

法人税、住民税及び事業税 215,860    

法人税等調整額 △1,908 213,951 2.9

       

少数株主損益（損失：△）   △46,509 0.6

中間（当期）純利益   53,807 0.7
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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  

税金等調整前中間（当期）
純利益 221,249 

減価償却費 255,376 

持分法による投資損益（利
益：△） 

△15,041 

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 22,665 

賞与引当金の増減額（減
少：△） 12,424 

貸倒引当金の増減額（減
少：△） 

△17,093 

受取利息及び受取配当金 △7,646 

支払利息 34,191 

有形固定資産除却損 15,630 

減損損失 80,564 

売上債権の増減額（増加：
△） 

△485,104 

たな卸資産の増減額（増
加：△） 122,503 

その他流動資産の増減額
（増加：△） 

△107,316 

その他固定資産の増減額
（増加：△） 30,813 

仕入債務の増減額（減少：
△） 

△185,434 

その他流動負債の増減額
（減少：△） 

△184,157 

その他 26,767 

小計 △179,606 

利息及び配当金の受取額 7,645 

利息の支払額 △33,227 

法人税等の支払額 △310,360 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△515,549 
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前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額（千円） 

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 △6,009 

定期預金の払戻による収入 63,836 

有形固定資産の取得による
支出 

△114,773 

有形固定資産の売却による
収入 18,237 

無形固定資産の取得による
支出 

△348 

投資有価証券の取得による
支出 

△11,676 

その他投資による支出 △48,778 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△99,511 

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（減
少：△） 1,492,993 

長期借入金の返済による支
出 

△437,506 

社債の償還による支出 △151,000 

配当金の支払額 △114,069 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 790,417 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 13,950 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（減少：△） 189,307 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 962,412 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

1,151,719 
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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〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 
電子部品事業
（千円） 

プローブカ
ード事業 
（千円） 

装置事業 
（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 2,826,701 3,618,449 891,754 7,336,905 － 7,336,905 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 2,826,701 3,618,449 891,754 7,336,905 － 7,336,905 

営業費用 2,501,403 2,845,977 1,205,051 6,552,432 460,540 7,012,972 

営業利益又は損失（△） 325,298 772,472 △313,297 784,473 △460,540 323,932 

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益          

 売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 6,478,530 858,374 7,336,905 － 7,336,905 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
182,508 237,271 419,779 △419,779 － 

 計 6,661,039 1,095,646 7,756,685 △419,779 7,336,905 

 営業費用 5,687,929 1,264,977 6,952,906 60,066 7,012,972 

 営業利益又は損失（△） 973,110 △169,330 803,779 △479,846 323,932 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,492,913 76,615 1,569,528 

Ⅱ 連結売上高（千円）     7,336,905 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
20.4 1.0 21.4 
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