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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 41,565 ― 274 ― 2,208 ― 819 ―
20年3月期第2四半期 49,172 3.0 2,894 0.0 3,467 △8.5 648 △68.8

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 18.04 ―
20年3月期第2四半期 14.28 ―

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 194,230 173,587 86.9 3,713.35
20年3月期 195,250 177,183 87.9 3,777.51

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  168,695百万円 20年3月期  171,614百万円

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 ― 23.00 ― 23.00 46.00
21年3月期 ― 23.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 23.00 46.00

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  有   

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 78,600 △15.0 △350 ― 350 △89.4 △5,200 ― △114.46

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、５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、５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．上記の業績見通しは、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しております。実際の業績等は当社製品の需給の 
   急激な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など様々な状況により異なる場合があり得ることをご承知おきください。 
   業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４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 
   情報をご覧ください。 
 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。 
   なお、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を 
   改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま 
   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 有

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  47,386,739株 20年3月期  47,386,739株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,957,334株 20年3月期  1,956,109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  45,430,180株 20年3月期第2四半期  45,431,857株



（参考）

　平成21年3月期の個別業績予想（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)

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 61,900 △14.1 △ 2,500 - △ 150 - △ 3,100 - △ 68.24

 (注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　　上記の業績見通しは、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しております。実際

　の業績等は当社製品の需給の急激な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など様々な

　状況により異なる場合があり得ることをご承知おきください。

　　業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４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覧ください。

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益



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世界経済は、アジアで景気の拡大が緩やかになり、米国・欧州は景気の後退局

面が懸念されるなど、先行きの不透明感が払拭されないまま推移しました。国内経済は、原油・原材料価格の高騰や

米国発の金融不安の広がりなどにより、景気は足踏み状態から悪化へと減速しました。

このような状況にあって、当社グループは、海外では、電子関連事業は中国・フィリピン・台湾などの主要生産拠

点で、需要構造の変化に柔軟に対応できる生産体制を築きました。生産器材事業では韓国・中国・タイなどアジアを

中心に消費地生産を推進し、グローバル体制の下、生産・販売の効率化を進めました。国内では、固有技術に立脚し

た新製品開発を進めると共に、生産器材事業においては技術力に基づく金型関連のトータルソリューションを推進し、

顧客密着型の事業を展開しました。さらに、品質保証システムの強化、地球環境の保全と継続的な改善、内部統制シ

ステムの充実などの積極的な経営活動を展開しました。

しかしながら、厳しい市場環境の影響などにより電子関連事業において蛍光表示管・蛍光表示管モジュールが大き

く低迷したことや事業の見直しによる連結子会社の減少などから、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は、

415億６千５百万円(前年同期比15.5％減)となりました。このうち海外売上高は、米国市場での売上げが大幅に減少

したことから231億２千６百万円(前年同期比22.4％減)となり、国内売上高は184億３千９百万円(前年同期比4.9％

減)となりました。収益面では、営業利益は売上げの減少や原材料価格の高騰などの影響を受けて２億７千４百万円

(前年同期比90.5％減)、経常利益は22億８百万円(前年同期比36.3％減)、四半期純利益は税効果会計の影響などから

８億１千９百万円(前年同期比26.3％増)となりました。

当第２四半期連結累計期間の連結業績の事業区分別状況は、次のとおりです。　

電子関連事業では、蛍光表示管は、海外では、米国市場は消費低迷の影響から主力である自動車向けが伸び悩み、

売上げは大幅に減少しました。アジア市場でも自動車向けが低迷し、欧州市場では映像機器向けや家電向けが低迷し

ました。国内市場では、ＤＶＤなどの映像機器向けが伸長しましたが、自動車向けが低調に推移したことから、売上

げは減少しました。こうしたことから、蛍光表示管全体の売上げは前年同期を下回りました。

蛍光表示管モジュールは、海外では、米国やアジアなどで厳しい市場環境の影響を受けて低迷し、国内市場でも

ＰＯＳ用途など事務機器向けが減少したことから、売上げは前年同期を下回りました。

ＦＥＤ(フィールド・エミッション・ディスプレイ)は、自動車向けを中心に市場開拓を進めております。

ホビー用ラジコン機器は、海外では、北米・アジア市場の伸びが鈍化したことから売上げは減少しましたが、欧州

市場は12チャンネルプロポの新製品投入などにより堅調に推移しました。国内市場においては2.4ＧＨｚ帯採用の新

製品プロポが好調に推移したことなどから売上げは増加しました。こうしたことから、ホビー用ラジコン機器全体の

売上げは前年同期を上回りました。

産業用ラジコン機器は、海外市場が低調に推移し、国内市場も原油高の影響により主力のクレーン付き車両向けの

伸びが鈍化するなど、売上げは前年同期を下回りました。

模型用エンジンは、電動飛行機の普及などの影響から、売上げは前年同期を下回りました。

ロボット用機能部品は、ＯＥＭを中心に今後の売上げ拡大に努めております。

以上の結果、当事業の売上高は218億５千５百万円(前年同期比24.5％減)となりました。

生産器材事業では、プレスおよびモールド金型用部品、プレシジョンプレートにつきましては、海外では、韓国や

中国を中心にアジア市場は順調に推移しましたが、生産拠点の見直しや為替変動の影響などから、売上げは前年同期

並みとなりました。国内では、金型市場は、自動車関連や携帯電話用途などの電子部品関連業界からの受注が減少す

るなど、市場環境は一段と厳しさを増しております。こうしたなかで、金型設計から成形に至るまでの全工程におけ

るサービス提供を目指したトータルソリューションを推進し、顧客との連携による信頼関係に基づいたグローバルな

展開を進めました。さらに、顧客の満足する高い品質と納期の実現に向け積極的な活動を展開しました。しかしなが

ら、同業他社との販売競争の激化などもあり、売上げは前年同期を下回りました。　

なお、韓国では、製造子会社の清算手続きを進めるなど生産拠点の見直しを行い、国内では、資本参加した関連会

社と共同でホットランナーシステムなどプラスチック金型技術関連事業を強化するなど、生産・販売体制の整備を進

めました。

省力機器につきましては、需要の減退などから売上げは減少しました。

以上の結果、当事業の売上高は197億１千万円(前年同期比2.5％減)となりました。

＊文中の前年同期比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

  　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、投資その他の資産などの減少により前連結会計年度末に比べ10億１千

９百万円減少し、1,942億３千万円となりました。なお、投資その他の資産の減少は、投資有価証券などの減少によ

るものであります。

  　負債は、退職給付引当金および固定負債の「その他」などの増加により前連結会計年度末に比べ25億７千５百万

円増加し、206億４千３百万円となりました。なお、退職給付引当金の増加は、主に「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」の適用によるものであり、固定負債の「その他」の増加は、主に「リー

ス取引に関する会計基準」の適用によるものであります。

　純資産は、利益剰余金および為替換算調整勘定などの減少により35億９千５百万円減少し、1,735億８千７百万円

となりました。この結果、自己資本比率は86.9％となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の経営環境につきましては、米国発の世界的な金融危機や株式・為替市場の変動などの影響から、世界の景気

は後退色を強めており、国内の景気も下向きの動きがみられ、依然として厳しい状況が続くものと予想されます。

　当第２四半期連結累計期間の業績の動向を踏まえ、平成20年８月５日に公表した平成21年３月期の通期の業績予想

を下記のとおり修正することといたしました。

　下記の業績予想は、米ドル100円の為替レートを前提にしております。

 なお、詳細につきましては、本日(平成20年11月12日)開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。

（１）連結

（通期）

 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

前回発表予想（Ａ） 84,600 1,100 3,700 300 6 60

今回修正予想（Ｂ） 78,600 △350 350 △5,200 △114 46

増減額（Ｂ－Ａ） △6,000 △1,450 △3,350 △5,500 －  

増減率（％） △7.1 － △90.5 － －  

前期実績 92,484 4,819 3,313 △1,604 △35 31

（２）個別

（通期）

 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

前回発表予想（Ａ） 65,400 △1,400 1,600 300 6 60

今回修正予想（Ｂ） 61,900 △2,500 △150 △3,100 △68 24

増減額（Ｂ－Ａ） △3,500 △1,100 △1,750 △3,400 －  

増減率（％） △5.4 － － － －  

前期実績 72,078 1,878 989 △346 △7 63



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 

   法人税等の算定方法

  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。

② 四半期連結財務諸表の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 「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。

　なお、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附

則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均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)により算定しております。

　　これにより、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞれ109百万円減少しております。

　　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

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

　 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、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およびセグメント情報に与える影響は軽微であります。

④ 「リース取引に関する会計基準」の適用

　 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係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(平成５年６月17日(企業会計審議会第

一部会)、平成19年３月30日改正))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(平成６年１月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日

以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第

１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　  これによる損益に与える影響およびセグメント情報に与える影響はありません。

追加情報

(役員退職慰労金制度の廃止)

　 従来、当社および一部の国内連結子会社ならびに一部の在外連結子会社において、役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金に関する内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりまし

たが、当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、同日までの在任

期間に対する退職慰労金を退任の際に支給することを決議いたしました。

　これにより、当該打ち切り支給額を長期未払金として固定負債の「その他」に計上しております。



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 67,091 66,540

受取手形及び売掛金 22,952 22,957

有価証券 1,579 1,450

製品 5,764 5,848

仕掛品 2,476 2,522

原材料及び貯蔵品 5,970 5,679

繰延税金資産 2,259 1,605

その他 4,743 5,217

貸倒引当金 △512 △493

流動資産合計 112,326 111,329

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,639 18,373

機械装置及び運搬具（純額） 17,092 17,777

工具、器具及び備品（純額） 1,468 1,497

土地 17,639 17,970

リース資産（純額） 1,272 －

建設仮勘定 1,458 905

有形固定資産合計 56,570 56,524

無形固定資産 2,136 2,058

投資その他の資産   

投資有価証券 15,591 16,812

長期貸付金 871 959

繰延税金資産 801 609

その他 6,096 7,138

貸倒引当金 △163 △181

投資その他の資産合計 23,196 25,338

固定資産合計 81,904 83,921

資産合計 194,230 195,250



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,558 6,596

短期借入金 270 296

未払費用 2,990 3,397

未払法人税等 565 373

賞与引当金 1,979 1,826

その他 2,811 2,165

流動負債合計 15,175 14,655

固定負債   

長期借入金 398 421

繰延税金負債 1,345 1,677

退職給付引当金 1,928 99

役員退職慰労引当金 56 955

その他 1,739 257

固定負債合計 5,467 3,412

負債合計 20,643 18,067

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,558 22,558

資本剰余金 21,594 21,594

利益剰余金 137,959 139,074

自己株式 △4,836 △4,834

株主資本合計 177,276 178,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △165 395

為替換算調整勘定 △8,416 △7,174

評価・換算差額等合計 △8,581 △6,778

少数株主持分 4,892 5,568

純資産合計 173,587 177,183

負債純資産合計 194,230 195,250



（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 41,565

売上原価 31,569

売上総利益 9,996

販売費及び一般管理費 9,721

営業利益 274

営業外収益  

受取利息 597

受取配当金 107

為替差益 1,197

その他 357

営業外収益合計 2,260

営業外費用  

支払利息 9

減価償却費 70

有価証券運用損 170

その他 76

営業外費用合計 326

経常利益 2,208

特別利益  

固定資産売却益 323

貸倒引当金戻入額 16

その他 1

特別利益合計 341

特別損失  

固定資産売却損 9

固定資産廃棄損 114

投資有価証券評価損 281

特別退職金 812

その他 98

特別損失合計 1,316

税金等調整前四半期純利益 1,233

法人税、住民税及び事業税 705

法人税等調整額 △594

法人税等合計 111

少数株主利益 302

四半期純利益 819



（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利益 1,233

減価償却費 3,692

のれん償却額 89

賞与引当金の増減額（△は減少） 160

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △202

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △892

前払年金費用の増減額（△は増加） 290

受取利息及び受取配当金 △705

支払利息 9

為替差損益（△は益） △942

固定資産除売却損益（△は益） △199

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 280

特別退職金 812

売上債権の増減額（△は増加） △562

たな卸資産の増減額（△は増加） △324

仕入債務の増減額（△は減少） 4

その他 1,282

小計 4,032

利息及び配当金の受取額 674

利息の支払額 △17

特別退職金の支払額 △809

役員退職功労加算金支払額 △81

法人税等の支払額 △522

法人税等の還付額 796

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,071

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 △2,681

定期預金の払戻による収入 2,711

有価証券の取得による支出 △54

有価証券の売却及び償還による収入 92

投資有価証券の取得による支出 △1,069

投資有価証券の売却による収入 527

有形固定資産の取得による支出 △2,705

有形固定資産の売却による収入 954

貸付けによる支出 △3

貸付金の回収による収入 42

その他 △314

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,500



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 166

短期借入金の返済による支出 △151

長期借入れによる収入 73

長期借入金の返済による支出 △94

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △1,044

少数株主への配当金の支払額 △129

リース債務の返済による支出 △279

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,462

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6

現金及び現金同等物の期首残高 59,482

現金及び現金同等物の四半期末残高 59,475



　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。

　なお、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項

第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

（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)

 電子関連事業
(百万円)

生産器材事業
(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 21,855 19,710 41,565 － 41,565

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 2 2 (2) －

計 21,855 19,712 41,568 (2) 41,565

営業利益又は営業損失(△) △34 308 274 0 274

　(注)１．事業区分の方法および各区分に属する主要な製品の名称

事業区分は使用原材料の共通性、製造方法および製品の類似性、販売経路の共通性により下記の事業区分に

しております。

事業区分 売上区分 製品名

電子関連事業
電子部品

蛍光表示管、蛍光表示管モジュール、蛍光発光プリントヘッド、
フィールド・エミッション・ディスプレイ

電子機器 ラジコン機器、模型用エンジン、ロボット用機能部品

生産器材事業 精機 プレス金型用部品、モールド金型用部品、プレシジョンプレート、省力機器

２．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、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)を適用しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、電子関連事業の営業損失が40百万円増加し、生産器材事業の営業利益

が69百万円減少しております。



〔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

(百万円)
米州

(百万円)
欧州

(百万円)
アジア
(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 23,482 5,215 1,425 11,442 41,565 － 41,565

(2) セグメント間の内部売上高又は

振替高
11,390 29 1 10,590 22,011 (22,011) －

計 34,872 5,245 1,426 22,032 63,577 (22,011) 41,565

営業利益又は営業損失(△) △712 △85 22 1,022 246 27 274

　 (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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 米州　……アメリカ

(2) 欧州　……ドイツ

(3) アジア……中国、台湾、韓国、香港、シンガポール、フィリピン

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、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)を適用しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、日本の営業損失が109百万円増加しております。

〔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)

 米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 6,937 3,301 12,887 23,126

Ⅱ　連結売上高(百万円)    41,565

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合(％)
16.7 7.9 31.0 55.6

　 (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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 米州　……アメリカ

(2) 欧州　……フランス、ドイツ、スペイン

(3) アジア他…韓国、中国、マレーシア

３．海外売上高は、当社およ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。



（７）重要な後発事象

　　　(転進支援制度実施について)

　当社は、平成20年11月12日開催の取締役会において、下記のとおり転進支援制度を実施することを決議いたし

ました。

１．転進支援制度実施の理由

　　当社は、昨今の金融市場の混乱や原材料価格の高騰などの影響により、厳しい事業環境に直面しておりま　

　す。このような状況のなかで、事業収益構造の改善を目指し、事業規模に見合った組織体制のスリム化をはか

　り、経営体質を強化するため、社外に新しい進路を希望する社員に対して、転進支援制度を実施することとい

　たしました。

２．転進支援制度の概要

　(1) 適用対象者　平成20年12月31日現在で勤続３年以上且つ満年齢45歳以上59歳以下の正規社員

　(2) 募集期間　　平成20年11月20日から平成20年12月５日まで

　(3) 募集人数　　自由意志に基づく制度のため定めない。

　(4) 退職日　　　平成20年12月31日

　(5) 優遇措置　　①通常の退職金に加えて退職加算金を支給する。

　　　　　　　　　②希望者に対し外部の就職支援会社による再就職支援を行う。

　これに伴う第３四半期以降の財政状態及び経営成績に与える影響を現時点で見積もることは困難でありますが、

平成20年12月に特別退職金を特別損失として計上する予定であります。



「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（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  49,172 100.0

Ⅱ　売上原価  37,240 75.7

売上総利益  11,932 24.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  9,038 18.4

営業利益  2,894 5.9

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 861   

２．受取配当金 140   

３．その他 357 1,359 2.8

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 96   

２．為替差損 523   

３．投資有価証券運用損 46   

４．その他 119 786 1.6

経常利益  3,467 7.1

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 19   

２．投資有価証券売却益 37   

３．貸倒引当金戻入益 27   

４．その他 3 87 0.2

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産売却損 22   

２．固定資産廃棄損 48   

３．投資有価証券評価損 158   

４．特別退職金 70   

５．役員退職慰労金 152   

６．過年度役員退職慰労引当金繰入額 854   

７．その他 39 1,346 2.8

税金等調整前中間純利益  2,208 4.5

法人税、住民税及び事業税 1,187   

法人税、住民税及び事業税還付額等 0   

法人税等調整額 165 1,351 2.8

少数株主利益  208 0.4

中間純利益  648 1.3



（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（百万円）

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 2,208

減価償却費 3,785

のれん償却額 113

賞与引当金の増加額　 82

貸倒引当金の増加額 97

退職給付引当金の減少額　 △221

役員退職慰労引当金の増加額　 978

前払年金費用の増加額 △44

受取利息及び受取配当金 △1,001

支払利息　 96

為替差損　 347

有形固定資産売却益　 △19

有形・無形固定資産廃棄・売却損 71

投資有価証券評価・売却損　 120

特別退職金　 70

役員退職慰労金　 152

売上債権の増加額　 △438

たな卸資産の減少額　 210

その他流動資産の増加額　 △335

仕入債務の増加額　 803

その他の負債の減少額　 △355

その他　 153

小計 6,873

利息及び配当金の受取額　 928

利息の支払額　 △94

役員退職慰労金の支払額　 △152

法人税等の支払額　 △1,044

法人税等の還付額　 156

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,668



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（百万円）

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　 △1,959

定期預金の払戻による収入　 1,469

有価証券の取得による支出　 △57

有価証券の売却及び償還による収入　 438

投資有価証券の取得による支出 △1,616

投資有価証券の売却及び償還による収入　 1,050

有形固定資産の取得による支出　 △2,268

有形固定資産の売却による収入　 206

貸付けによる支出　 △4

貸付金の回収による収入　 34

その他　 △436

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,143

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入　 718

短期借入金の返済による支出　 △1,212

長期借入金の返済による支出　 △143

自己株式売却による収入 0

自己株式取得による支出　 △2

配当金の支払額　 △1,044

少数株主への配当金の支払額　 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,765

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △428

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,331

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 57,189

Ⅶ　新規連結及び非連結子会社合併に伴う現金及
び現金同等物の増加額

26

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末残高 58,546



（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)

 電子関連事業
(百万円)

生産器材事業
(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 28,960 20,211 49,172 － 49,172

(2) セグメント間の内部売上高又は

振替高
4 1 6 (6) －

計 28,965 20,213 49,179 (6) 49,172

営業費用 27,296 18,988 46,285 (6) 46,278

営業利益 1,669 1,224 2,893 0 2,894

〔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

(百万円)
米州

(百万円)
欧州

(百万円)
アジア
(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 24,195 8,635 1,554 14,786 49,172 － 49,172

(2) セグメント間の内部売上高又は

振替高
14,762 － 2 13,308 28,073 (28,073) －

計 38,958 8,635 1,557 28,094 77,245 (28,073) 49,172

営業費用 37,317 8,633 1,598 26,895 74,445 (28,166) 46,278

営業利益(又は営業損失) 1,640 2 △40 1,198 2,800 93 2,894

〔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)

 米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 10,660 3,251 15,875 29,787

Ⅱ　連結売上高(百万円)    49,172

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

 の割合(％)
21.7 6.6 32.3 60.6
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