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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 33,353 ― △2,372 ― △2,577 ― △5,632 ―

20年3月期第3四半期 47,966 △11.0 673 ― 535 ― 212 ―

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3四半期 △113.97 ―

20年3月期第3四半期 4.30 4.02

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3四半期 59,226 18,734 31.4 376.06
20年3月期 64,994 25,044 38.1 501.50

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  18,583百万円 20年3月期  24,785百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 4.00

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 50,000 △24.7 △2,100 ― △2,600 ― △5,600 ― △113.32

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21年３月期の連結業績予想の詳細は、平成21年１月23日に公表いたしました「業績予想の修正及び特別損失の計上、繰延税金資産の取り崩し並びに配 
    当についてのお知らせ」をご覧ください。 
  ２．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基づいており、実際 
    の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上 
    記１に係る業績予想の具体的修正内容は、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」をご覧ください。 
  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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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3四半期  51,926,194株 20年3月期  51,926,194株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,509,934株 20年3月期  2,504,454株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  49,419,230株 20年3月期第3四半期  49,423,072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 

(1）業績の状況 

業績全般について 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格高騰と原材料高、米国発の金融危機により、景気

低迷が顕著になってきており、個人消費や設備投資の減速感が一段と強まりました。 

液晶テレビ、パソコン、携帯電話、携帯音楽プレーヤーなどのデジタル家電の市場は需要が伸びず、また、液

晶ディスプレイ、メモリの価格下落、需給バランスの悪化により、設備投資は低調に推移しました。 

当社グループの主要顧客であります液晶パネル業界では、期後半よりパネルの在庫調整、生産稼働調整が実施

され、装置の納入延期や設備投資計画の先送りがみられるようになり、半導体業界では、メモリの単価下落や景

気不透明感により設備投資の抑制が続き、厳しい状況になってまいりました。 

このような景況下で、当社グループは受注活動の推進、固定費削減などの緊急対策を実施し、標準化・リード

タイム短縮などのコスト構造改革などの経営体質の強化に取り組んでおります。 

韓国市場における地場メーカとの価格競争激化による売価下落、液晶パネルメーカの次期投資計画の遅れなど

により、韓国芝浦メカトロニクスの損失拡大が懸念されることから、早期に経営対策を打つべく韓国芝浦メカト

ロニクスでの生産活動を縮小し、韓国での販売・サービス・調達活動を中心とした体制に変更いたしました。そ

の変更に伴い、韓国芝浦メカトロニクスの固定資産減額損失、退職加算引当金などの特別損失392百万円を計上

いたしました。 

また、当社は税効果会計に係わる会計基準に従って繰延税金資産を計上しておりますが、当期の業績推移に

鑑み、繰延税金資産の回収可能性につきまして慎重に検討いたしました結果、当期末において、十分な課税所得

が見込めないことが予想されるため、繰延税金資産の一部を取り崩し、法人税等調整額に3,481百万円を計上い

たしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は33,353百万円、営業損失は2,372百万円、経常損失は2,577

百万円、四半期純損失は5,632百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績について 

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ファインメカトロニクス部門 

液晶パネル製造装置では、期後半から設備投資の抑制で受注が低迷し、当社が注力している大型パネル用洗

浄装置や配向膜インクジェット塗布装置、モニター・大型テレビ用アウターリードボンダの売上は、前年同期

に比べ減少しました。 

半導体製造装置は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの設備投資が低迷するなど半導体の設備投資抑制の影響を

受け、全体的に受注、売上とも低迷しました。 

この結果、当部門の売上高は23,280百万円、営業損失は1,812百万円となりました。 

②電子・真空機器部門 

メディアデバイス製造装置では、ゲームやハイビジョン映画用などに使用されるブルーレイディスク（ＢＤ

－ＲＯＭ）用スパッタリング装置や二層転写装置を中心に売上が堅調に推移しました。真空応用装置でもモバ

イルディスプレイ用貼り合せ装置の納入先が拡大しました。また、レーザ応用装置では、薄膜シリコン太陽電

池用加工装置の売上は、前年同期に比べ増加しました。 

この結果、当部門の売上高は6,414百万円、営業損失は322百万円となりました。 

③流通機器システム部門 

たばこ自販機は、平成２０年からスタートした成人識別対応機の需要一巡で売上は低迷しました。また、券

売機はタッチパネル式を市場投入しました。 

この結果、当部門の売上高は2,293百万円、営業損失は260百万円となりました。 

④不動産賃貸部門 

不動産賃貸収入は計画通り推移し、売上高は1,365百万円、営業利益は373百万円となりました。 

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３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前期末に比べ5,768百万円減少し59,226百万円となり

ました。 

流動資産は、前期末に比べ3,050百万円減少し42,795百万円となりました。これは主に、たな卸資産が増加し

ましたが、売上の減少により受取手形及び売掛金が減少したことによります。 

固定資産は、前期末に比べ2,718百万円減少し16,430百万円となりました。これは主に、有形固定資産が減価

償却により減少したこと及び繰延税金資産を取り崩したことによります。 



負債につきましては、前期末に比べ541百万円増加し40,491百万円となりました。 

純資産につきましては、前期末に比べ6,310百万円減少し18,734百万円となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純損失の計上及び配当金の支払により利益剰余金が減少したことによります。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年

度末に比べ2,836百万円減少し、6,223百万円となりました。 

当第３四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） 

営業活動による資金の減少は3,476百万円となりました。これは主に、売上債権の減少及び仕入債務の増加に

よる資金の増加がありましたが、たな卸資産の増加並びに税金等調整前四半期純損失の計上及び法人税等の支払

等により減少したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は297百万円となりました。これは主に、定期預金の払出による収入がありました

が、有形固定資産の取得及び子会社株式の取得により資金が減少したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は1,115百万円となりました。これは主に、配当金の支払がありましたが、短期借

入金の増加等により資金が増加したことによります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年10月24日付

当社「平成21年3月期 第2四半期決算短信」にて発表しました平成21年3月期の連結業績予想を修正いたしまし

た。なお、当該予想に関する詳細は、平成21年1月23日に公表いたしました「業績予想の修正及び特別損失の計

上、繰延税金資産の取り崩し並びに配当についてのお知らせ」をご参照ください。 

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 

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場合に、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)棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行っております。 

3)固定資産の減価償却費の算定方法 

主として定率法を採用しているため、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しておりま

す。 

4)法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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して算定し

ております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測に当該著しい

変化の影響を加味したものを利用しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

1)税金費用の計算 

税金費用については、税引前四半期純利益に法定実効税率をベースとした年間予測税率を乗じて計算してお

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 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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たな卸資産については、従来、製品、商品及び原材料については主として移動平均

法による原価法、半製品及び仕掛品については主として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、製品、商品及び原材料については主として移動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）、半製品及び仕掛品については主として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。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ92百万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）を適用しております。 

  なお、これによる損益へ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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,270 9,346

受取手形及び売掛金 15,644 21,932

商品 1,207 1,242

製品 7,689 2,681

半製品 53 73

原材料 205 171

仕掛品 9,086 7,680

繰延税金資産 1,347 2,203

その他 1,341 569

貸倒引当金 △49 △54

流動資産合計 42,795 45,845

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,974 29,281

減価償却累計額 △14,912 △14,393

建物及び構築物（純額） 14,061 14,888

機械装置及び運搬具 742 809

減価償却累計額 △678 △706

機械装置及び運搬具（純額） 63 102

工具、器具及び備品 352 363

減価償却累計額 △283 △273

工具、器具及び備品（純額） 69 89

土地 171 193

建設仮勘定 167 231

有形固定資産合計 14,532 15,505

無形固定資産   

のれん 72 108

その他 237 246

無形固定資産合計 310 354

投資その他の資産   

投資有価証券 198 295

長期貸付金 4 4

長期前払費用 14 12

繰延税金資産 614 2,308

その他 755 673

貸倒引当金 △0 △5

投資その他の資産合計 1,587 3,288

固定資産合計 16,430 19,149

資産合計 59,226 64,994



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 15,627 14,096

短期借入金 2,139 860

1年内返済予定の長期借入金 2,500 3,200

1年内償還予定の新株予約権付社債 3,215 3,215

未払法人税等 61 710

未払費用 2,578 3,529

役員賞与引当金 8 31

受注損失引当金 331 398

その他 1,132 1,695

流動負債合計 27,594 27,737

固定負債   

長期借入金 4,504 3,804

退職給付引当金 4,885 4,715

役員退職慰労引当金 114 188

修繕引当金 329 302

負ののれん 39 179

長期預り保証金 3,022 3,022

固定負債合計 12,897 12,212

負債合計 40,491 39,949

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,761 6,761

資本剰余金 10,738 10,738

利益剰余金 2,843 8,870

自己株式 △1,719 △1,717

株主資本合計 18,624 24,654

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 76

為替換算調整勘定 △38 54

評価・換算差額等合計 △40 131

少数株主持分 150 259

純資産合計 18,734 25,044

負債純資産合計 59,226 64,994



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 33,353

売上原価 26,792

売上総利益 6,561

販売費及び一般管理費 8,934

営業損失（△） △2,372

営業外収益  

受取利息 15

受取配当金 4

受取賃貸料 75

負ののれん償却額 39

その他 81

営業外収益合計 216

営業外費用  

支払利息 114

為替差損 145

固定資産廃棄損 94

その他 66

営業外費用合計 421

経常損失（△） △2,577

特別損失  

減損損失 325

事業構造改善費用 66

特別損失合計 392

税金等調整前四半期純損失（△） △2,969

法人税、住民税及び事業税 200

法人税等調整額 2,565

法人税等合計 2,766

少数株主損失（△） △103

四半期純損失（△） △5,632



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △2,969

減価償却費 882

負ののれん償却額 △39

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 105

受取利息及び受取配当金 △19

支払利息 114

有形固定資産廃棄損 87

有形固定資産売却損益（△は益） 0

為替差損益（△は益） 208

前受金の増減額（△は減少） △365

売上債権の増減額（△は増加） 6,081

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,528

仕入債務の増減額（△は減少） 503

その他 △662

小計 △2,609

利息及び配当金の受取額 19

利息の支払額 △116

法人税等の支払額 △770

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,476

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 △16

定期預金の払戻による収入 237

有形固定資産の取得による支出 △674

有形固定資産の売却による収入 277

子会社株式の取得による支出 △96

その他 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △297

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） 1,513

長期借入れによる収入 2,200

長期借入金の返済による支出 △2,200

自己株式の取得による支出 △2

自己株式の売却による収入 0

親会社による配当金の支払額 △395

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,115

現金及び現金同等物に係る換算差額 △178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,836

現金及び現金同等物の期首残高 9,059

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,223



 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、社内管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

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、営業利益が、ファインメカトロニクスで78百万円、電子・真空器

機で６百万円、流通機器システムで７百万円それぞれ減少しております。 

  

  

ファイン
メカトロ
ニクス 

（百万円）

電子・
真空機器 

  
（百万円）

流通機器
システム 

  
（百万円）

不動産
賃貸 
  

(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  23,280  6,414  2,293  1,365  33,353  －  33,353

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 34  77  －  －  112  (112)  －

計  23,314  6,492  2,293  1,365  33,466  (112)  33,353

営業利益又は営業損失（△）  △1,812  △322  △260  373  △2,022  (350)  △2,372

事業区分 主要製品

ファインメカトロニクス 

  

フラットパネルディスプレイ製造装置（洗浄装置、剥離装置、エッチング装

置、現像装置、配向膜インクジェット塗布装置、セル組立装置、アウターリー

ドボンディング装置）、半導体製造装置（洗浄装置、エッチング装置、アッシ

ング装置、ダイボンディング装置、インナーリードボンディング装置、フリッ

プチップボンディング装置、半導体検査装置）、鉄道線路保守用機器等 

電子・真空機器 

  

レーザ応用装置、マイクロ波応用装置、メディアデバイス製造装置（スパッタ

リング装置、真空貼り合せ装置）、産業用真空蒸着装置、二次電池製造装置、

精密部品製造装置、その他自動化機器、真空ポンプ等 

流通機器システム 自動販売機、自動券売機等 

不動産賃貸 不動産賃貸及び管理業務等 



当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北東アジア……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

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、営業利益が、日本で92百万円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注） １ 国又は地域の区分は、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 

(1）北東アジア ……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

(2）その他の地域……アメリカ、オーストリア 

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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本

（百万円） 
北東アジア
（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  31,242  2,111  33,353  －  33,353

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 544 641  1,186  (1,186)  －

  計  31,786  2,753  34,540  (1,186)  33,353

 営業損失（△）  △1,735  △287  △2,022  (350)  △2,372

〔海外売上高〕 

  北東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  11,181  3,519  14,700

Ⅱ 連結売上高（百万円）      33,353

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 33.5  10.5  44.0

（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」 

 前四半期に係る財務諸表 

（1） （要約）四半期連結損益計算書 

   前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日） 

(単位：百万円、単位未満切捨て) 
前年同四半期 

(平成 20 年３月期 
第３四半期) 

            期 別 
 
 
 科  目 金 額 
Ⅰ 売上高 47,966

Ⅱ 売上原価 37,873

売上総利益 10,093

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,419

営業利益 673

Ⅳ 営業外収益 231

Ⅴ 営業外費用 369

経常利益 535

税金等調整前四半期純利益 535

税金費用 354

少数株主損失（△） △31

四半期純利益 212

 



（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
   前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日） 

(単位：百万円、単位未満切捨て) 
               期 別 
 
  科 目 

前年同四半期 
(平成 20 年３月期

第３四半期) 
Ⅰ 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 535

減価償却費 917

前受金の増減額 △483

売上債権の増減額 2,735

たな卸資産の増減額 1,492

仕入債務の増減額 △5,582

その他 576

小  計 191

利息及び配当金の受取額 28

利息の支払額 △112

法人税等の支払額 △583

営業活動によるキャッシュ・フロー △476

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 △1,745

有形固定資産の売却による収入 496

その他 △78

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,327

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 △481

自己株式の取得による支出 △2

親会社による配当金の支払額 △370

少数株主への配当金の支払額 △17

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △871

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 △2,673

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,210

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高 188

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 5,725

 



（3）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

   前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日） 

（単位：百万円、単位未満切捨て） 

                            

前年同四半期（平成 20 年３月期第３四半期） 

                期間 

             

              セグメント 

   科  目 
ファインメカ

トロニクス 

電子 ･真 空 

機 器 

流通機器

システム
不動産賃貸 計 

消  去

又は全社
 連 結 

売上高及び営業損益   

 売 上 高               

 (1)外部顧客に対する売上高 34,594 6,188 5,817 1,367 47,966 － 47,966

 (2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
78 37 － － 115 (115) －

計 34,672 6,225 5,817 1,367 48,082 (115) 47,966

 営 業 費 用             34,646 6,401 5,052 919 47,018 274 47,293

 営業利益又は営業損失（△）             26 △175 765 448 1,064 (390) 673

（注）(1)事業区分の方法は、社内管理上採用している区分によっております。 

   (2)各区分の主要な事業内容 

① ファインメカトロニクス フラットパネルディスプレイ製造装置（洗浄装置、剥離装置、エッチング装置、現像装置、配

向膜インクジェット塗布装置、セル組立装置、アウターリードボンディング装置）、半導体製

造装置（洗浄装置、エッチング装置、アッシング装置、ダイボンディング装置、インナーリー

ドボンディング装置、フリップチップボンディング装置、半導体検査装置）、非破壊検査事業、

鉄道線路保守用機器等 

② 電子・真空機器     レーザ応用装置、マイクロ波応用装置、メディアデバイス製造装置（スパッタリング装置、真

空貼り合せ装置）、産業用真空蒸着装置、二次電池製造装置、精密部品製造装置、その他自動

化機器、真空ポンプ等 

③ 流通機器システム    自動販売機、自動券売機等 

④ 不動産賃貸       不動産賃貸及び管理業務等 
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