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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 8,386 ― △126 ― △145 ― △165 ―
20年3月期第2四半期 10,580 △1.9 192 △50.1 190 △47.8 84 △62.6

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 △32.58 ―
20年3月期第2四半期 16.68 ―

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 11,176 2,210 19.8 436.32
20年3月期 11,207 2,433 21.7 480.03

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,210百万円 20年3月期  2,433百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 7.00

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 16,100 △19.0 △69 ― △105 ― △160 ― △31.56

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－ジ【定性的情報・財務諸表】 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－ジ【定性的情報・財務諸表】 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．通期の業績予想につきましては、平成20年５月16日に発表いたしました予想を修正しております。詳細につきましては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」及び平成20年11月７日公表の「平成21年３月期第２四半期累計期間ならびに通期業績予想の修正および特別損失の計上に関するお知ら
せ」をご覧ください。 
  なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提にもとづいており、 実
際の業績等は様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。 
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。  

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  5,072,000株 20年3月期  5,072,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,251株 20年3月期  1,736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  5,070,074株 20年3月期第2四半期  5,071,130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、昨年から続く原材料価格の高騰や米国のサブプライム問題の

拡大に伴う金融市場の不安等の影響をうけ、設備投資や個人消費の伸びがさらに鈍化するなど、後退局面に入りま

した。

当社グループの主な取引先である半導体業界や半導体製造装置業界におきましても、急速な世界景気の後退によ

る市況停滞と需給バランスの悪化等の影響により、半導体メーカーの設備投資が延期、凍結されるなど、受注の底

割れ感が鮮明になりました。　

こうした経済環境のもと、当社グループでは、引き続き装置メーカーの設計から製作・設置までの一貫した機能

を受託することや太陽電池市場での受注獲得の取り組みを行ってまいりましたが、当社グループが主に関連する半

導体市場は想定する以上に冷え込み、一方、営業力強化や内部統制システム構築のための費用が増加したことや新

規ビジネスの獲得を目指した連結子会社での新規設備が計画どおり稼動しなかったことが大きな負担となり、業績

は大変厳しいものとなりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間での売上高は83億86百万円（前年同期比20.7％減）となりました。損益面

では、営業損失１億26百万円（前年同期は営業利益１億92百万円）、経常損失１億45百万円（前年同期は経常利益

１億90百万円）となり、また、減損損失を特別損失に計上したため、四半期純損失は１億65百万円（前年同期は純

利益84百万円）となりました。　

なお、当第２四半期連結会計期間（７月～９月）での売上高は43億21百万円、営業損失１百万円、経常損失８百

万円、四半期純損失55百万円となり、第１四半期連結会計期間（４月～６月）に比べ、売上高は若干増加し、損益

面は経費削減等により改善いたしました。

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販売事業

電子機器・機械装置の販売事業におきましては、半導体メーカーの投資先送りや取り止め、また、取引先からの

コストダウン要請、さらに営業人員の増加・内部統制システム構築のための経費増加により、売上高72億74百万円

（前年同期比23.5％減）、営業損失33百万円（前年同期は営業利益２億３百万円）となりました。

②受託製造事業

電子機器・機械装置の組立等の受託製造事業におきましては、取引先からの受注の先送りやキャンセルが発生し

たこと、連結子会社の新規設備が計画どおりに稼動しなかったこと、さらに減価償却費等の経費増加により、売上

高16億53百万円（前年同期比3.1％増）、営業損失１億13百万円（前年同期は営業損失30百万円）となりました。

なお、前年同期増減率及び前年同期の金額につきましては、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

当社グループの当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ31百万円減少し、111億76百万

円となりました。この主な要因は、現金及び預金の２億18百万円の減少や受取手形及び売掛金の２億16百万円の増

加等により流動資産が８百万円の減少及び減価償却等により固定資産が23百万円減少したことによるものでありま

す。

　負債は、前連結会計年度末に比べ１億91百万円増加し、89億65百万円となりました。この主な要因は、長期借入

金の増加等により固定負債が３億47百万円増加したのに対し、仕入高減少に伴う支払手形及び買掛金の減少等によ

り流動負債が１億56百万円減少したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億23百万円減少し、22億10百万円となりました。この主な要因は、利益剰

余金が当四半期純損失により２億15百万円減少したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ21.7％から19.8％となりました。

（キャッシュ・フローについて）

当第２四半期連結累計期間末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３億70百万円減少し、24億36百万円となりました。

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）　

　営業活動の結果使用した資金は５億77百万円となりました。これは主として売上債権の増加額２億15百万円、

仕入債務の減少額１億71百万円及び税金等調整前四半期純損失１億88百万円等によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

投資活動の結果使用した資金は２億21百万円となりました。これは主として定期預金の現金同等物からの預入

期間変更による増加額１億51百万円及び有形固定資産の取得による支出52百万円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）

　財務活動の結果得られて資金は４億29万円となりました。これは主として長期借入金の純増額５億２千万円に

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

今後の連結業績につきましては、米国や欧州で拡大している金融危機が日本を含む世界全体の実体経済を冷え込

ませており、景気の一段の悪化が続くことが懸念され、また、半導体業界や半導体製造装置業界におきましても投

資がさらに抑制される傾向にあり大変厳しい状況が予想されるため、通期の業績予想につきましては平成20年11月

７日に発表した「平成21年３月期第２四半期累計期間ならびに通期業績予想の修正および特別損失の計上に関する

お知らせ」において、下記の修正をいたしました。

　　　＜ご参考＞

（平成21年３月期通期連結業績見通し）                        　        （単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 19,300 275 250 140

今回修正予想（Ｂ） 16,100 △69 △105 △160

増減額　（Ｂ）－ （Ａ） △3,200 △344 △355 △300

 

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算

において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②固定資産の減価償却の算定方法

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税金費用の計算

税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（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

・「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。

（追加情報）

①有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正に伴い、資産の利用状況等を勘案した結果、第１四半期

連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しております。

この変更に伴う、損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。

②役員退職慰労引当金

役員等の報酬制度見直しの一環として、平成20年６月25日の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を

廃止いたしました。一部の連結子会社についても、役員退職慰労金制度を廃止しております。

なお、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額179,484千円は、長期未払金に振り替えております。
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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：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 2,732,660 2,951,540

受取手形及び売掛金 4,870,327 4,654,220

商品及び製品 472,876 506,125

仕掛品 55,744 36,411

原材料及び貯蔵品 160,157 117,409

その他 157,720 192,076

貸倒引当金 △4,107 △3,986

流動資産合計 8,445,378 8,453,797

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,124,712 1,130,416

その他（純額） 679,359 702,476

有形固定資産合計 1,804,072 1,832,893

無形固定資産 12,396 19,396

投資その他の資産   

その他 915,553 903,182

貸倒引当金 △1,043 △1,324

投資その他の資産合計 914,510 901,858

固定資産合計 2,730,978 2,754,147

資産合計 11,176,357 11,207,944

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,009,444 5,180,815

短期借入金 40,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 819,056 655,219

未払法人税等 6,739 106,122

賞与引当金 84,733 121,388

その他 241,150 273,675

流動負債合計 6,201,123 6,357,220

固定負債   

社債 80,000 120,000

長期借入金 1,941,179 1,584,302

退職給付引当金 562,750 534,785

役員退職慰労引当金 － 177,754

長期未払金 179,484 －

その他 1,093 －

固定負債合計 2,764,509 2,416,841

負債合計 8,965,633 8,774,062



（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 389,928 389,928

資本剰余金 322,078 322,078

利益剰余金 1,482,865 1,698,765

自己株式 △1,215 △643

株主資本合計 2,193,656 2,410,127

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,068 23,755

評価・換算差額等合計 17,068 23,755

純資産合計 2,210,724 2,433,882

負債純資産合計 11,176,357 11,207,944



（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 8,386,481

売上原価 7,664,165

売上総利益 722,315

販売費及び一般管理費 848,590

営業損失（△） △126,274

営業外収益  

受取利息 4,472

受取配当金 2,087

仕入割引 3,783

その他 7,549

営業外収益合計 17,892

営業外費用  

支払利息 32,054

その他 4,847

営業外費用合計 36,902

経常損失（△） △145,285

特別利益 －

特別損失  

減損損失 43,670

特別損失合計 43,670

税金等調整前四半期純損失（△） △188,955

法人税等 △23,758

四半期純損失（△） △165,196



（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（△） △188,955

減価償却費 44,070

減損損失 43,670

貸倒引当金の増減額（△は減少） △160

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,655

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,965

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △177,754

長期未払金の増減額（△は減少） 179,484

受取利息及び受取配当金 △6,559

支払利息 32,054

売上債権の増減額（△は増加） △215,825

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,832

仕入債務の増減額（△は減少） △171,370

その他 49,563

小計 △449,303

利息及び配当金の受取額 6,253

利息の支払額 △31,670

法人税等の支払額 △103,190

営業活動によるキャッシュ・フロー △577,910

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 △190,155

定期預金の払戻による収入 38,669

有形及び無形固定資産の取得による支出 △52,596

有形固定資産の売却による収入 1,529

投資有価証券の取得による支出 △1,545

その他 △17,799

投資活動によるキャッシュ・フロー △221,899

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 515,000

短期借入金の返済による支出 △495,000

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △379,284

社債の償還による支出 △60,000

自己株式の取得による支出 △571

配当金の支払額 △50,702

財務活動によるキャッシュ・フロー 429,440

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △370,366

現金及び現金同等物の期首残高 2,806,376

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,436,010



　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）

 
販売事業
（千円）

受託製造事業
（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 7,216,773 1,169,707 8,386,481 － 8,386,481

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
57,719 483,830 541,549 (541,549) －

計 7,274,492 1,653,537 8,928,030 (541,549) 8,386,481

営業利益又は営業損失（△） △33,711 △113,437 △147,148 20,874 △126,274

〔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）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

〔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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

（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。

－ 1 －



「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  10,580,205 100.0

Ⅱ　売上原価  9,532,199 90.1

売上総利益  1,048,006 9.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  855,736 8.1

営業利益  192,270 1.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 4,999   

２．受取配当金 2,509   

３．賃貸収入 2,662   

４．デリバティブ評価益 447   

５．仕入割引 4,900   

６．その他　 6,054 21,575 0.2

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 20,920   

２．その他 2,679 23,600 0.2

経常利益  190,244 1.8

Ⅵ　特別利益 － － －

Ⅶ　特別損失 － － －

税金等調整前中間純利益  190,244 1.8

法人税、住民税及び事業税 84,574   

法人税等調整額 21,070 105,645 1.0

中間純利益  84,599 0.8

－ 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 190,244

減価償却費　 35,393

貸倒引当金の増減額（減少：△）　 △624

賞与引当金の増減額（減少：△）　 △7,329

退職給付引当金の増減額（減少：△）　 17,603

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）　 △14,423

受取利息及び受取配当金　 △7,509

支払利息　 20,920

売上債権の増減額（増加：△）　 439,239

たな卸資産の増減額（増加：△）　 31,590

仕入債務の増減額（減少：△）　 △484,881

未払消費税等の増減額（減少：△）　 △25,000

その他　 61,849

小計 257,074

利息及び配当金の受取額　 6,930

利息の支払額　 △20,837

法人税等の支払額　 △286,884

営業活動によるキャッシュ・フロー △43,717

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出　 △27

有形・無形固定資産の取得による支出 △126,219

投資有価証券の取得による支出　 △1,663

その他　 △38,641

投資活動によるキャッシュ・フロー △166,552

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 140,000

長期借入金の返済による支出　 △260,655

社債の償還による支出　 △100,000

配当金の支払額　 △50,712

その他　 △107

財務活動によるキャッシュ・フロー △271,475

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △481,747

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,570,309

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 3,088,561

－ 3 －



（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）

販売事業
（千円）

受託製造事業
（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 9,487,581 1,092,624 10,580,205 － 10,580,205

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
21,935 511,556 533,492 (533,492) －

計 9,509,517 1,604,180 11,113,698 (533,492) 10,580,205

営業費用 9,306,159 1,635,099 10,941,258 (553,322) 10,387,935

営業利益又は営業損失（△） 203,358 △30,918 172,439 19,830 192,270

〔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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔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）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

－ 4 －
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