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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 8,597 ― 468 ― 466 ― 128 ―

20年3月期第2四半期 9,009 △1.2 493 △64.4 558 △59.8 1,100 △25.6

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 9.96 ―

20年3月期第2四半期 85.04 ―

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 14,838 7,955 53.6 615.05
20年3月期 17,390 8,560 47.1 632.55

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,954百万円 20年3月期  8,181百万円

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 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 2.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 7.50

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 16,200 △14.4 210 △83.3 320 △75.3 70 △96.2 5.41

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）  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。  

(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．平成20年5月14日に公表した通期の連結業績予想について本資料において修正しております。 
２．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。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
３．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 1 社 （社名 コパル・ヤマダ株式会社 ）

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  12,969,000株 20年3月期  12,969,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  36,395株 20年3月期  34,170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  12,933,559株 20年3月期第2四半期  12,936,963株



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経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場

の混乱に加え、原油・原材料価格の高騰が企業収益を圧迫し、また、個人消費も力強さを欠くなど、先行きの不透明

感が一層増す状況となりました。

　こうした環境の中、当社グループは、顧客に満足される製品を供給することを目標に、今まで以上に品質向上、納

期短縮、コスト削減を徹底して行ってまいりましたが、国内外の半導体メーカー各社が設備投資を一層抑制するなど

当初予想以上に急激に市場は低迷いたしました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は8,597百万円（前年同期比4.6％減）、営業利益は468百万円（同

5.0％減）、経常利益は466百万円（同16.3％減）となりました。また、当社の連結子会社でありましたコパル・ヤマ

ダ株式会社は、同社が第三者割当増資を実行したことにより、当社の持分比率は50.0％から31.6％に減少したため、

持分法適用会社に変更となりました。この変更に伴い、「持分変動損失」112百万円を特別損失として計上したことな

どにより、四半期純利益は128百万円（同88.3％減）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　半導体製造装置

　半導体製造装置につきましては、国内外ユーザーの当第２四半期累計期間後半からの急激な設備投資抑制により、

受注環境は悪化し売上高は減少となりましたが、利益面では中国の100％出資子会社が貢献し、前年同期比で増加と

なりました。この結果、売上高は3,118百万円（同10.9％減）、営業利益は319百万円（同25.1％増）となりました。

②　金型

　金型につきましては、半導体製造装置と同様に国内外ユーザーの設備投資の抑制が受注環境に影響を及ぼしまし

たが、売上高は前年同期並みを確保することができました。この結果、売上高は3,122百万円（同5.7％増）、営業

利益は569百万円（同10.3％増）となりました。

③　リードフレーム等

　リードフレーム等につきましては、一部汎用品種が在庫調整の影響を受け、また、原材料価格の高騰などがあり、

利益面でも厳しい状況になりました。この結果、売上高は2,357百万円（同7.8％減）、営業損失は37百万円（前年

同期営業利益110百万円）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

　受注環境は低迷しましたが、売上高は前年同期並みを確保することができました。この結果、売上高は6,704百万

円（同1.4％減）、営業利益は778百万円（同11.5％減）となりました。

②　アジア

　台湾を中心としたサブコンメーカー各社が設備投資を抑制し始めたことにより、全体として低調に推移いたしま

したが、利益面では、中国及びシンガポールの100％出資子会社が貢献し、前年同期比で増加となりました。この結

果、売上高は1,893百万円（同14.4％減）、営業利益は73百万円（同2,278.6％増）となりました。

※　前年同期増減率は、参考として記載しております。

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２四半期連結会計期間末における総資産は、14,838百万円（前連結会計年度末は17,390百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して2,551百万円減少いたしました。これは主に連結子会社でありましたコパル・ヤマダ

株式会社が持分法適用関連会社になったことならびに売掛金の減少によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、6,883百万円（前連結会計年度末は8,830百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して1,946百万円減少いたしました。これは主に連結子会社でありましたコパル・ヤマダ

株式会社が持分法適用関連会社になったことならびに短期借入金の減少によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、7,955百万円（前連結会計年度末は8,560百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して605百万円減少いたしました。これは主に連結の範囲の変更に伴う少数株主持分の減

少によるものであります。

　なお、これらの要因により、自己資本比率は53.6％（前連結会計年度末は47.1％）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、336百万円増加し、当第

２四半期連結会計期間末には2,758百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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、資金は1,114百万円の増加（前年同期は869百万円の増加）となりました。これは主に税金

等調整前四半期純利益の計上ならびに売上債権の減少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、資金は231百万円の減少（前年同期は410百万円の減少）となりました。これは主に金型用

の加工設備を中心とした有形固定資産の取得ならびにソフトウェアの取得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、資金は274百万円の減少（前年同期は85百万円の減少）となりました。これは主に短期借入

金の減少によるものであります。

（その他）

　連結の範囲の変更に伴い、資金は263百万円の減少となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、世界的な景気の減速感が強まり、先行きの不透明感はより一層増し、国内外の半導

体メーカー各社による設備投資の抑制も当面は続くものと思われます。

　このような状況により、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10月31日に次のとおり変更して

おります。

（平成21年３月期通期連結業績予想）

売上高　　　16,200百万円

営業利益　　　 210百万円

経常利益　　　 320百万円

当期純利益　　　70百万円

※　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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

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）

　当第２四半期連結累計期間において、当社の連結子会社でありましたコパル・ヤマダ株式会社は、平成20年７

月18日開催の同社取締役会において第三者割当増資を決議し、平成20年８月１日に増資を完了しております。こ

の第三者割当増資により、当社の持分比率は50.0％から31.6％に減少したため、同社は持分法適用会社に変更と

なりました。　　　　　　　　　　　

（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

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）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棚卸資産については、従来、製品・仕掛品において装置及び金型については個別

法による原価法、リードフレームについては主として総平均法による原価法、原材料・貯蔵品において主とし

て移動平均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、それぞれの評価方法による

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。なお、

従来の方法によった場合に比べて、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。

③　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかか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）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。なお、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産の

「その他（純額）」に146,773千円計上されており、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。



④　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。なお、従来の方法によった場合に比べて、

当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益並びにセグメント情報に与える

影響はありません。



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 2,963,647 2,527,212

受取手形及び売掛金 3,578,505 5,024,090

商品及び製品 798,950 891,471

仕掛品 1,444,123 1,576,890

原材料及び貯蔵品 576,132 785,576

その他 338,161 656,895

貸倒引当金 △7,464 △16,929

流動資産合計 9,692,056 11,445,208

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,910,609 2,710,212

機械装置及び運搬具（純額） 648,025 917,851

土地 880,498 903,038

その他（純額） 294,619 196,894

有形固定資産合計 3,733,753 4,727,997

無形固定資産 220,251 162,599

投資その他の資産   

関係会社出資金 697,460 722,738

その他 518,311 369,023

貸倒引当金 △22,941 △36,838

投資その他の資産合計 1,192,831 1,054,923

固定資産合計 5,146,836 5,945,520

資産合計 14,838,892 17,390,728

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,632,856 3,421,405

短期借入金 1,100,000 1,850,000

1年内返済予定の長期借入金 130,000 317,160

未払法人税等 28,427 184,710

賞与引当金 232,740 315,912

製品保証引当金 51,708 55,928

その他 734,877 921,831

流動負債合計 4,910,609 7,066,949

固定負債   

長期借入金 450,000 257,080

退職給付引当金 862,827 887,255

その他 660,415 619,088

固定負債合計 1,973,243 1,763,424

負債合計 6,883,852 8,830,373



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,837,500 5,837,500

利益剰余金 2,458,572 2,394,465

自己株式 △13,554 △12,879

株主資本合計 8,282,518 8,219,085

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,287 △23,895

為替換算調整勘定 △288,019 △13,313

評価・換算差額等合計 △328,306 △37,208

少数株主持分 828 378,479

純資産合計 7,955,040 8,560,355

負債純資産合計 14,838,892 17,390,728



（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 8,597,957

売上原価 6,560,684

売上総利益 2,037,272

販売費及び一般管理費 1,568,684

営業利益 468,588

営業外収益  

受取利息及び配当金 5,496

受取技術料 14,746

その他 52,182

営業外収益合計 72,426

営業外費用  

支払利息 26,376

持分法による投資損失 29,668

為替差損 2,187

売上債権売却損 13,334

その他 2,553

営業外費用合計 74,120

経常利益 466,893

特別利益  

固定資産売却益 26,469

貸倒引当金戻入額 14,568

その他 4,220

特別利益合計 45,258

特別損失  

固定資産売却損 23,019

固定資産除却損 2,474

持分変動損失 112,953

特別損失合計 138,448

税金等調整前四半期純利益 373,703

法人税、住民税及び事業税 74,598

法人税等調整額 162,231

法人税等合計 236,829

少数株主利益 8,091

四半期純利益 128,781



（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利益 373,703

減価償却費 308,850

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,362

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,543

製品保証引当金の増減額（△は減少） △4,220

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,428

受取利息及び受取配当金 △5,320

支払利息 26,372

為替差損益（△は益） △4,771

持分法による投資損益（△は益） 29,668

有形固定資産売却損益（△は益） △3,449

有形固定資産除却損 2,474

持分変動損益（△は益） 112,953

売上債権の増減額（△は増加） 675,223

たな卸資産の増減額（△は増加） 203,140

未収消費税等の増減額（△は増加） 105,703

その他の流動資産の増減額（△は増加） 12,234

仕入債務の増減額（△は減少） △380,982

その他の負債の増減額（△は減少） △165,611

その他 14,559

小計 1,326,283

利息及び配当金の受取額 5,318

利息の支払額 △26,793

法人税等の支払額 △193,258

法人税等の還付額 3,194

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,114,744

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △161,888

有形固定資産の売却による収入 44,491

無形固定資産の取得による支出 △102,689

投資有価証券の取得による支出 △299

その他の支出 △11,716

その他の収入 375

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,726

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） △350,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △444,240

自己株式の取得による支出 △674

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,766

配当金の支払額 △63,170

財務活動によるキャッシュ・フロー △274,851

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 599,751

現金及び現金同等物の期首残高 2,422,212

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△263,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,758,647



　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）

 
半導体製造
装置
（千円）

金型
（千円）

リードフ
レーム等
（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
3,118,167 3,122,314 2,357,475 8,597,957 － 8,597,957

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,860 1,752 － 3,613 (3,613) －

 計 3,120,028 3,124,066 2,357,475 8,601,570 (3,613) 8,597,957

営業利益 319,615 569,475 △37,020 852,070 (383,481) 468,588

　（注）１．事業は、製品の分類を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

半導体製造装置 モールディング装置、リード加工機、テストハンドラー

金型 モールド金型、リード加工金型、リードフレーム金型、その他金型

リードフレーム等 リードフレーム

【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）

 
日本

（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
6,704,009 1,893,948 8,597,957 － 8,597,957

(2）セグメント間の内部売

上高
770,008 465,410 1,235,419 (1,235,419) －

 計 7,474,018 2,359,358 9,833,376 (1,235,419) 8,597,957

営業利益 778,252 73,817 852,070 (383,481) 468,588

　（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――シンガポール共和国、タイ王国、中華人民共和国



【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）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,289,492 3,799 4,293,291

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 8,597,957

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 49.9 0.0 49.9

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア ── 台湾、中華人民共和国、シンガポール共和国、マレーシア、インドネシア共和国、フィリピン

共和国、タイ王国

その他 ── ドイツ連邦共和国、カナダ、フランス、アメリカ合衆国

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。



「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  9,009,110 100.0

Ⅱ　売上原価  6,834,960 75.9

売上総利益  2,174,149 24.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,680,756 18.6

営業利益  493,393 5.5

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息及び配当金 5,206   

２．為替差益 24,208   

３．持分法による投資利益 20,738   

４．その他 63,834 113,989 1.2

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 38,897   

２．その他 10,420 49,318 0.5

経常利益  558,063 6.2

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 1,059   

２．退職給付制度一部終了益 268,412   

３．過去勤務債務償却 398,587   

４．貸倒引当金戻入益 8,765 676,824 7.5

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産処分損 12,979   

２．減損損失 15,667 28,646 0.3

税金等調整前中間純利益  1,206,241 13.4

法人税、住民税及び事業税 128,961   

法人税等調整額 △63,411 65,550 0.7

少数株主利益  40,581 0.5

中間純利益  1,100,109 12.2



（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

税金等調整前中間純利益 1,206,241

減価償却費 340,653

減損損失 15,667

貸倒引当金の減少額 △8,765

賞与引当金の増加額 39,021

退職給付引当金の減少額 △1,622,048

受取利息及び受取配当金 △5,206

支払利息 38,897

為替差損 9,460

持分法による投資利益 △20,738

固定資産売却益 △1,059

固定資産処分損 12,979

売上債権の減少額 233,873

たな卸資産の増加額 △52,722

未収消費税等の減少額 7,724

その他流動資産の増加額 △51,707

仕入債務の減少額 △185,062

その他流動負債の増加額 308,843

その他固定負債の増加額 723,376

固定化営業債権の増加額 △23,081

小計 966,346

利息及び配当金の受取額 4,972

利息の支払額 △36,258

法人税等の支払額 △69,206

法人税等の還付額 3,682

営業活動によるキャッシュ・
フロー

869,536



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

有形固定資産の取得による
支出

△260,306

有形固定資産の売却による
収入

9,361

投資有価証券の取得による
支出

△25,092

定期預金の預入による支出 △100,000

その他の投資活動による支
出

△50,952

その他の投資活動による収
入

16,706

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△410,284

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の純増加額 220,000

長期借入金の返済による支
出

△304,360

自己株式の取得による支出 △817

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△85,177

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△27,606

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 346,468

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

2,861,808

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

3,208,277



（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）

 
半導体製造
装置
（千円）

金型
（千円）

リードフ
レーム等
（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
3,497,844 2,954,120 2,557,145 9,009,110 － 9,009,110

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
861 173 － 1,034 (1,034) －

 計 3,498,705 2,954,294 2,557,145 9,010,145 (1,034) 9,009,110

営業費用 3,243,174 2,437,965 2,446,937 8,128,078 387,639 8,515,717

営業利益 255,530 516,328 110,207 882,067 (388,673) 493,393

　（注）１．事業は、製品の分類を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

半導体製造装置 モールディング装置、リード加工機、テストハンドラー

金型 モールド金型、リード加工金型、リードフレーム金型、その他金型

リードフレーム等 リードフレーム

３．当中間連結会計期間における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の金額は、388,673

千円であり、主として当社グループの総務・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）

 
日本

（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
6,796,859 2,212,250 9,009,110 － 9,009,110

(2）セグメント間の内部売

上高
461,174 275,034 736,208 (736,208) －

 計 7,258,034 2,487,285 9,745,319 (736,208) 9,009,110

営業費用 6,379,070 2,484,181 8,863,252 (347,534) 8,515,717

営業利益 878,963 3,103 882,067 (388,673) 493,393

　（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――シンガポール共和国、タイ王国、中華人民共和国

３．当中間連結会計期間における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の金額は、388,673

千円であり、主として当社グループの総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。



【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）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 5,128,657 69,057 5,197,714

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 9,009,110

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 56.9 0.8 57.7

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア ── 台湾、シンガポール共和国、タイ王国、マレーシア、フィリピン共和国、中華人民共和国

その他 ── アメリカ合衆国

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。


	アピックヤマダ㈱（6300）平成21年３月期　第２四半期決算短信: アピックヤマダ㈱（6300）平成21年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -


