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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 88,095 ― △7,498 ― △7,019 ― △4,912 ―

20年3月期第3四半期 137,720 3.0 10,777 10.9 11,199 22.3 6,766 38.2

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 △47.74 ―

20年3月期第3四半期 65.09 62.18

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 163,487 101,247 61.9 982.87
20年3月期 203,057 109,971 54.1 1,067.66

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  101,136百万円 20年3月期  109,883百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― 9.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 9.00 18.00

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 132,400 △33.1 △9,300 ― △8,200 ― △5,700 ― △55.39

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．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。業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２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。  

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3四半期  105,221,259株 20年3月期  105,221,259株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,322,236株 20年3月期  2,301,147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  102,903,484株 20年3月期第3四半期  103,950,745株



 当第３四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く事業環境は、通信・情報システム分野での第３世代携帯電話

設備投資の一巡や半導体製造システム分野における半導体メーカーの設備投資の大幅抑制の継続に加えて、放送・映

像システム分野でも顧客の設備投資が抑制傾向にあり、厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で当社グループの経営成績は、受注高は92,399百万円（前年同期比38.1%減）、売上高は

88,095百万円（前年同期比36.0%減）、営業損失は7,498百万円（前年同期は営業利益10,777百万円）、経常損失は

7,019百万円（前年同期は経常利益11,199百万円）、四半期純損失は4,912百万円（前年同期は四半期純利益6,766百

万円）となりました。 

 当第３四半期連結累計期間のセグメント別営業状況は次の通りです。 

【通信・情報システム】 

 通信・情報システム部門（移動体通信システム、公共通信システム、情報処理システム等）では、基地局関連設備

投資の大幅な減少や防災行政無線システムの競争激化などから売上高は30,447百万円となり、前年同期に比べ14,173

百万円（31.8%）減少しました。売上高の減少及び棚卸資産評価の見直しなどにより営業損失は4,479百万円（前年同

期は営業損失564百万円）となりました。 

【放送・映像システム】 

 放送・映像システム部門（放送システム、映像システム、ＣＡＴＶ、アンテナ等）では、地上デジタル放送の基地

局関連投資の小規模化や映像監視関連機器の売上減少などから売上高は29,208百万円となり、前年同期に比べ3,303

百万円（10.2%）減少しました。売上高の減少などにより営業損失は1,578百万円（前年同期は営業利益3百万円）と

なりました。 

【半導体製造システム】 

 半導体製造システム部門（バッチＱＴＡＴ装置、バッチ酸化・拡散／ＬＰＣＶＤ装置等）では、メモリーメーカー

の設備投資抑制は依然として非常に厳しい状況が継続しております。売上高は28,439百万円で、前年同期に比べ

32,148百万円（53.1%）減少しました。売上高の減少及び棚卸資産評価の見直しなどにより営業損失は1,439百万円

（前年同期は営業利益11,338百万円）となりました。 
  
 ※前年同期増減率及び金額は参考として記載しております。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比39,569百万円減の163,487百万円となりました。こ

のうち、流動資産は、現金及び預金並びにグループ内預入金の減少12,447百万円、受取手形及び売掛金の減少30,240

百万円等により、前連結会計年度末比42,754百万円減の113,649百万円となりました。固定資産は、有形固定資産の

減少1,307百万円、保有株式の時価下落による投資有価証券の減少1,606百万円、繰延税金資産の増加3,947百万円及

び変動金利型預金への投資2,000百万円等により、前連結会計年度末比3,184百万円増の49,837百万円となりました。

 負債は、前連結会計年度末比30,845百万円減の62,240百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減

少16,484百万円、新株予約権付社債6,000百万円の償還によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末比8,724百万円減の101,247百万円となりました。これは主に、利益剰余金の減少

6,826百万円、為替換算調整勘定の減少1,480百万円によるものであります。 

 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の54.1％から7.8ポイント上昇し61.9％となりました。  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年12月24日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

   



該当事項はありません。 

   

固定資産の減価償却費の算定等、影響額が僅少なものについては一部簡便な会計処理を採用しております。 

  

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） 

（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 

（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 

（会計処理の変更） 

    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 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は軽微であります。 

    ③ 従来、在外子会社等の収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、第１四

半期連結会計期間より、期中平均相場により円貨換算する方法に変更しております。この変更は、一時的な

為替相場の変動による期間損益への影響を排除し、在外子会社等の業績をより実態に合わせて適正な期間損

益計算を行うために実施するものであります。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

    ④ 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。リース取

引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

    ① 当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、

資産の利用状況を見直しした結果、当連結会計年度より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  



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 19,178 25,905

グループ内預入金 19,893 25,613

受取手形及び売掛金 26,691 56,932

製品 9,417 10,963

半製品 82 89

原材料 7,380 7,260

貯蔵品 13 36

仕掛品 23,016 21,636

繰延税金資産 5,511 6,769

その他 2,507 1,253

貸倒引当金 △42 △55

流動資産合計 113,649 156,404

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,297 14,495

機械装置及び運搬具（純額） 2,674 3,038

土地 5,507 5,551

建設仮勘定 166 430

その他（純額） 3,337 3,775

有形固定資産合計 25,984 27,291

無形固定資産 1,980 1,778

投資その他の資産   

投資有価証券 3,678 5,285

長期貸付金 27 39

繰延税金資産 14,802 10,854

その他 3,557 1,602

貸倒引当金 △192 △199

投資その他の資産合計 21,873 17,582

固定資産合計 49,837 46,652

資産合計 163,487 203,057



（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 19,044 35,529

短期借入金 1,417 1,417

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 6,000

未払法人税等 155 1,454

未払費用 6,250 12,420

製品保証引当金 1,001 1,489

設備関係支払手形 14 19

その他 7,963 8,138

流動負債合計 35,845 66,468

固定負債   

退職給付引当金 25,641 25,685

役員退職慰労引当金 403 440

繰延税金負債 36 139

その他 313 352

固定負債合計 26,394 26,617

負債合計 62,240 93,086

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,058 10,058

資本剰余金 26,205 26,222

利益剰余金 68,394 75,220

自己株式 △2,546 △2,541

株主資本合計 102,111 108,960

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 560 978

為替換算調整勘定 △1,535 △55

評価・換算差額等合計 △975 923

少数株主持分 110 87

純資産合計 101,247 109,971

負債純資産合計 163,487 203,057



（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 88,095

売上原価 73,347

売上総利益 14,748

販売費及び一般管理費 22,246

営業損失（△） △7,498

営業外収益  

受取利息 334

受取配当金 243

持分法による投資利益 41

その他 282

営業外収益合計 902

営業外費用  

支払利息 15

固定資産処分損 107

その他 299

営業外費用合計 423

経常損失（△） △7,019

税金等調整前四半期純損失（△） △7,019

法人税、住民税及び事業税 291

法人税等調整額 △2,429

法人税等合計 △2,138

少数株主利益 30

四半期純損失（△） △4,912



（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（△） △7,019

減価償却費 3,977

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37

製品保証引当金の増減額（△は減少） △488

受取利息及び受取配当金 △577

支払利息 15

固定資産処分損益（△は益） 60

固定資産売却損益（△は益） △15

売上債権の増減額（△は増加） 30,008

たな卸資産の増減額（△は増加） △84

その他の流動資産の増減額（△は増加） △901

仕入債務の増減額（△は減少） △16,213

未払消費税等の増減額（△は減少） △460

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,423

その他 △94

小計 2,703

利息及び配当金の受取額 853

利息の支払額 △15

法人税等の支払額 △1,678

法人税等の還付額 49

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,911

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 △196

定期預金の払戻による収入 318

投資有価証券の取得による支出 △5

投資有価証券の売却による収入 0

有形固定資産の取得による支出 △3,053

有形固定資産の売却による収入 72

短期貸付金の増減額（△は増加） 7

変動金利型預金への投資による支出 △2,000

投資その他の資産の増減額（△は増加） 30

その他 △637

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,464

財務活動によるキャッシュ・フロー  

新株予約権付社債の償還による支出 △6,000

配当金の支払額 △1,945

少数株主への配当金の支払額 △6

自己株式の純増減額（△は増加） △22

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,976

現金及び現金同等物に係る換算差額 △757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,286

現金及び現金同等物の期首残高 51,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,921



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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） 

  

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）    

   

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） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

a.事業の種類別セグメント情報 

  
通信・情報 
システム 
（百万円） 

放送・映像
システム 
（百万円） 

半導体製造
システム 
（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  30,447  29,208  28,439  88,095  －  88,095

(2) 
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 167  390  24      582  (582)  －

計  30,615  29,599  28,463    88,678  (582)  88,095

営業損失   △4,479  △1,578  △1,439    △7,497     △0  △7,498

b.所在地別セグメント情報 

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 

その他の
地域 

（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  76,434  9,263  2,397  88,095  －  88,095

(2) 
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 7,724  518  675      8,918  (8,918)  －

計  84,158  9,782  3,073    97,013  (8,918)  88,095

営業利益（△は営業損失）   △8,738  766  274    △7,698     199  △7,498

c.海外売上高 

  北米 アジア 欧州他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,785  13,956  3,536  27,278

Ⅱ 連結売上高（百万円） ―  ―  ―    88,095

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 11.1  15.8  4.0  31.0

（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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（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（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

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

  

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

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  137,720

Ⅱ 売上原価  101,054

売上総利益  36,665

Ⅲ 販売費及び一般管理費  25,887

営業利益  10,777

Ⅳ 営業外収益  1,620

受取利息及び配当金  549

持分法による投資利益   335

その他   734

Ⅴ 営業外費用  1,198

支払利息  15

その他   1,183

経常利益  11,199

税金等調整前四半期純利益  11,199

税金費用  4,398

少数株主利益  34

四半期純利益  6,766

（２）セグメント情報 

a.事業の種類別セグメント情報 

  
通信・情報 
システム 
（百万円）  

放送・映像
システム 
（百万円） 

半導体製造
システム  
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  44,621  32,511  60,587  137,720  －  137,720

営業費用  45,185  32,508  49,248  126,942  －  126,942

営業利益(△は損失)  △564  3  11,338  10,777  －  10,777

b.所在地別セグメント情報 

  
日 本 
（百万円） 

北 米 
（百万円） 

その他の
地域 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  134,069  9,952  3,060  147,082  (9,362)  137,720

営業費用  124,297  9,271  2,589  136,158  (9,216)  126,942

営業利益  9,772  681  470  10,924  (146)  10,777
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