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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 8,544 ― △1,102 ― △948 ― △510 ―

20年3月期第2四半期 15,375 △11.4 1,832 △29.0 1,804 △32.2 1,150 △32.7

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 △27.20 ―

20年3月期第2四半期 59.66 ―

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 46,227 44,025 95.2 2,421.23
20年3月期 49,945 46,868 93.8 2,429.87

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  44,012百万円 20年3月期  46,855百万円

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  有  
 

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 ― 10.00 ― 30.00 40.00
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） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

 現在の当社グループを取り巻く経営環境は、これまでのような半導体業界の景気循環とは異なり、世界規模の資産デフレの荒波が欧米等の購買力を直撃
し、実体経済にまで大きな影響を及ぼす未曾有の事態に立ち至ったものであり、半導体及び半導体装置市場の需要予測も、景気循環論などの従来のような考
え方は通用せぬものと認識しています。 
 かかる状況下、現時点での業績予想は極めて困難であり、かつ今後大きく変動する可能性があるため、通期の連結業績予想については開示していません。
今後、具体的な数値の策定が可能となった時点で速やかに開示する予定です。  

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）  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)配当予想については、平成20年5月15日に公表いたしました内容を本資料において修正しています。詳細は、平成20年11月7日付の「平成21年3月期 配当
予想の修正に関するお知らせ」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）を適用しています。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います。  

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  20,047,500株 20年3月期  20,047,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,870,084株 20年3月期  764,445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  18,735,376株 20年3月期第2四半期  19,284,002株
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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 17,817 18,442

受取手形及び売掛金 6,114 8,888

製品 449 443

半製品 2,514 2,338

原材料 449 429

仕掛品 2,150 2,831

その他 470 1,062

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 29,963 34,432

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,929 4,929

その他（純額） 3,109 3,324

有形固定資産合計 8,037 8,253

無形固定資産   

その他 116 42

無形固定資産合計 116 42

投資その他の資産   

投資有価証券 4,426 4,450

その他 3,685 2,769

投資その他の資産合計 8,111 7,219

固定資産合計 16,264 15,514

資産合計 46,227 49,945

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,160 1,482

未払法人税等 49 24

引当金 251 366

その他 334 720

流動負債合計 1,794 2,592

固定負債   

引当金 275 336

その他 134 149

固定負債合計 408 485

負債合計 2,202 3,077



（単位：百万円）

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 8,360 8,360

資本剰余金 8,907 8,907

利益剰余金 29,381 30,470

自己株式 △3,147 △1,646

株主資本合計 43,501 46,090

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 606 798

為替換算調整勘定 △95 △33

評価・換算差額等合計 510 765

少数株主持分 13 13

純資産合計 44,025 46,868

負債純資産合計 46,227 49,945



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 8,544

売上原価 6,249

売上総利益 2,295

販売費及び一般管理費  

営業サービス費 271

従業員給料及び賞与 478

退職給付費用 33

試験研究費 1,167

製品保証引当金繰入額 251

その他 1,198

販売費及び一般管理費合計 3,397

営業損失（△） △1,102

営業外収益  

受取利息 45

受取配当金 30

為替差益 61

その他 23

営業外収益合計 159

営業外費用  

不動産賃貸原価 1

支払手数料 3

その他 0

営業外費用合計 5

経常損失（△） △948

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

知的所有権対策引当金戻入額 58

製造物責任引当金戻入額 22

その他 3

特別利益合計 82

税金等調整前四半期純損失（△） △866

法人税、住民税及び事業税 35

法人税等調整額 △392

法人税等合計 △357

少数株主利益 1

四半期純損失（△） △510



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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（△） △866

減価償却費 469

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △60

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20

その他の引当金の増減額（△は減少） △134

受取利息及び受取配当金 △75

為替差損益（△は益） △49

売上債権の増減額（△は増加） 2,781

たな卸資産の増減額（△は増加） 534

仕入債務の増減額（△は減少） △320

その他 △18

小計 2,282

利息及び配当金の受取額 76

法人税等の還付額 116

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,475

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 △3,119

定期預金の払戻による収入 3,563

有形固定資産の取得による支出 △345

無形固定資産の取得による支出 △89

投資有価証券の取得による支出 △300

貸付けによる支出 △13

貸付金の回収による収入 15

その他の支出 △306

その他の収入 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △576

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △1,501

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △577

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,077

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △178

現金及び現金同等物の期首残高 14,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,629
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