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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 11,516 ― 246 ― 244 ― △93 ―

20年3月期第3四半期 13,110 △7.1 704 △66.5 747 △64.1 1,234 △42.1

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 △7.24 ―

20年3月期第3四半期 95.44 ―

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 14,538 7,539 51.9 606.43
20年3月期 17,390 8,560 47.1 632.55

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,538百万円 20年3月期  8,181百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 2.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 2.50

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 13,900 △26.6 △360 ― △380 ― △720 ― △57.92

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）  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。  

(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20年10月31日公表の通期連結業績予想を本資料において修正しております。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日(平成21年2月6日)公表の「業績
予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
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）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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 コパル・ヤマダ株式会社 ）

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  12,969,000株 20年3月期  12,969,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  537,275株 20年3月期  34,170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  12,871,185株 20年3月期第3四半期  12,936,692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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機が実体経済に深刻な影響を与え景気後退感が

一層増す状況となりました。 

 こうした環境の中、当社グループは、顧客に満足される製品を供給することを目標に、今まで以上に品質向上、納

期短縮、コスト削減を徹底して行ってまいりましたが、国内外の半導体メーカー各社が一斉に設備投資を抑制したこ

とにより当初予想以上に急激に市場は低迷いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は11,516百万円（前年同期比12.2％減）、営業利益は246百万円

（同65.0％減）、経常利益は244百万円（同67.3％減）となりました。また、当社の連結子会社でありましたコパ

ル・ヤマダ株式会社が第三者割当増資を実行したことにより、当社の持分比率は50.0％から31.6％に減少したため、

持分法適用会社に変更となりました。この変更に伴い、「持分変動損失」112百万円を特別損失として計上したこと

などにより、四半期純損失は93百万円（前年同期四半期純利益1,234百万円）となりました。 

 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 半導体製造装置 

 半導体製造装置につきましては、国内外ユーザーの当第２四半期累計期間後半からの急激な設備投資抑制によ

り、受注環境は悪化いたしましたが、主に海外子会社が連結業績に貢献し、売上高及び営業利益は前年同期並みを

確保することができました。この結果、売上高は4,106百万円（前年同期比6.6％減）、営業利益は308百万円（同

2.3％減）となりました。 

② 金型 

 金型につきましては、半導体製造装置と同様に国内外ユーザーの設備投資の抑制が受注環境に影響を及ぼし、売

上高及び営業利益は厳しい状況で推移いたしました。この結果、売上高は3,937百万円（同10.0％減）、営業利益

は587百万円（同21.8％減）となりました。 

③ リードフレーム等 

 リードフレーム等につきましては、一部汎用品種が在庫調整の影響を受け、また、原材料価格の高騰などがあ

り、利益面でも厳しい状況になりました。この結果、売上高は3,471百万円（同20.0％減）、営業損失は77百万円

（前年同期営業利益205百万円）となりました。 

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

 受注環境及び売上高は低迷し、利益面でも厳しい状況となりました。この結果、売上高は8,405百万円（同

13.9％減）、営業利益は700百万円（同41.0％減）となりました。 

② アジア 

 台湾を中心としたサブコンメーカー各社が設備投資を抑制し始めたことにより、売上高は全体として低調に推移

いたしましたが、利益面では前年同期比で増加となりました。この結果、売上高は3,110百万円（同7.1％減）、営

業利益は118百万円（同38.4％増）となりました。 

 ※ 前年同期増減率は、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 

（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における総資産は、14,538百万円（前連結会計年度末は17,390百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して2,852百万円減少いたしました。これは主にコパル・ヤマダ株式会社が連結子会社

から持分法適用関連会社になったことならびに売掛金の減少によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、6,998百万円（前連結会計年度末は8,830百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して1,831百万円減少いたしました。これは主にコパル・ヤマダ株式会社が連結子会社

から持分法適用関連会社になったことならびに支払手形の減少によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、7,539百万円（前連結会計年度末は8,560百万円）とな

り、前連結会計年度末と比較して1,020百万円減少いたしました。これは主に連結の範囲の変更に伴う少数株主

持分の減少によるものであります。 

 なお、これらの要因により、自己資本比率は51.9％（前連結会計年度末は47.1％）となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、574百万円増加し、当

第３四半期連結会計期間末には2,997百万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果、資金は1,187百万円の増加（前年同期は455百万円の増加）となりました。これは主に売上債

権の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、資金は397百万円の減少（前年同期は499百万円の減少）となりました。これは主に金型用の

加工設備を中心とした有形固定資産の取得ならびにソフトウェアの取得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、資金は71百万円の増加（前年同期は151百万円の減少）となりました。これは主に短期借入

金の増加によるものであります。 

（その他） 

 連結の範囲の変更に伴い、資金は263百万円の減少となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月31日に公表いたしました連結業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、本日（平成21年２月６日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

下さい。 

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） 

 当第３四半期連結累計期間において、当社の連結子会社でありましたコパル・ヤマダ株式会社は、平成20年７

月18日開催の同社取締役会において第三者割当増資を決議し、平成20年８月１日に増資を完了しております。こ

の第三者割当増資により、当社の持分比率は50.0％から31.6％に減少したため、同社は持分法適用会社に変更と

なりました。 

（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 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期連結会計期間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、第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております 

② 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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）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）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 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、製品・仕掛品において装置及び金型については個別

法による原価法、リードフレームについては主として総平均法による原価法、原材料・貯蔵品において主とし

て移動平均法による原価法によっておりましたが、当第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、それぞれの評価方法による

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。な

お、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はあ

りません。 

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかか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）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）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。なお、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産の

「その他（純額）」に126,720千円計上されており、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響はありません。 

④ 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、従来の方法によった場合に比べて、

当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益並びにセグメント情報に与え

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：千円）

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 3,202,098 2,527,212

受取手形及び売掛金 2,612,126 5,024,090

商品及び製品 1,252,662 891,471

仕掛品 1,402,697 1,576,890

原材料及び貯蔵品 552,833 785,576

その他 339,118 656,895

貸倒引当金 △4,230 △16,929

流動資産合計 9,357,306 11,445,208

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,852,600 2,710,212

機械装置及び運搬具（純額） 742,932 917,851

土地 875,716 903,038

その他（純額） 303,230 196,894

有形固定資産合計 3,774,480 4,727,997

無形固定資産 256,780 162,599

投資その他の資産   

関係会社出資金 683,496 722,738

その他 489,404 369,023

貸倒引当金 △22,941 △36,838

投資その他の資産合計 1,149,960 1,054,923

固定資産合計 5,181,220 5,945,520

資産合計 14,538,527 17,390,728

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,571,556 3,421,405

短期借入金 1,600,000 1,850,000

1年内返済予定の長期借入金 120,000 317,160

未払法人税等 13,780 184,710

賞与引当金 115,440 315,912

製品保証引当金 48,248 55,928

その他 848,018 921,831

流動負債合計 5,317,043 7,066,949

固定負債   

長期借入金 420,000 257,080

退職給付引当金 861,124 887,255

その他 400,776 619,088

固定負債合計 1,681,901 1,763,424

負債合計 6,998,945 8,830,373



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,837,500 5,837,500

利益剰余金 2,204,334 2,394,465

自己株式 △98,878 △12,879

株主資本合計 7,942,955 8,219,085

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,107 △23,895

為替換算調整勘定 △373,864 △13,313

評価・換算差額等合計 △403,972 △37,208

少数株主持分 598 378,479

純資産合計 7,539,582 8,560,355

負債純資産合計 14,538,527 17,390,728



（２）四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 11,516,190

売上原価 8,992,172

売上総利益 2,524,017

販売費及び一般管理費 2,277,184

営業利益 246,833

営業外収益  

受取利息及び配当金 6,796

受取技術料 21,717

その他 73,217

営業外収益合計 101,731

営業外費用  

支払利息 37,335

持分法による投資損失 42,485

為替差損 1,973

売上債権売却損 18,799

その他 3,639

営業外費用合計 104,233

経常利益 244,331

特別利益  

固定資産売却益 27,059

貸倒引当金戻入額 17,505

その他 7,680

特別利益合計 52,245

特別損失  

固定資産売却損 23,019

固定資産除却損 2,595

投資有価証券評価損 13,272

持分変動損失 112,953

特別損失合計 151,841

税金等調整前四半期純利益 144,735

法人税、住民税及び事業税 75,103

法人税等調整額 154,865

法人税等合計 229,968

少数株主利益 7,891

四半期純損失（△） △93,124



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益 144,735

減価償却費 461,731

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,596

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,181

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,680

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,131

受取利息及び受取配当金 △6,796

支払利息 37,335

為替差損益（△は益） △742

持分法による投資損益（△は益） 42,485

有形固定資産売却損益（△は益） △4,039

有形固定資産除却損 2,595

投資有価証券評価損益（△は益） 13,272

持分変動損益（△は益） 112,953

売上債権の増減額（△は増加） 1,621,662

たな卸資産の増減額（△は増加） △208,854

未収消費税等の増減額（△は増加） 63,103

その他の流動資産の増減額（△は増加） 50,370

仕入債務の増減額（△は減少） △421,248

その他の負債の増減額（△は減少） △393,587

その他 18,559

小計 1,429,948

利息及び配当金の受取額 7,076

利息の支払額 △37,556

法人税等の支払額 △215,097

法人税等の還付額 3,194

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,187,566

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 △279,579

有形固定資産の売却による収入 49,081

無形固定資産の取得による支出 △155,167

投資有価証券の取得による支出 △448

その他の支出 △12,398

その他の収入 641

投資活動によるキャッシュ・フロー △397,871

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） 150,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △484,240

自己株式の取得による支出 △85,999

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △27,169

配当金の支払額 △81,408

財務活動によるキャッシュ・フロー 71,182



（単位：千円）

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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 838,202

現金及び現金同等物の期首残高 2,422,212

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△263,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,997,098



 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．事業は、製品の分類を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

【所在地別セグメント情報】 

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．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。 

アジア――シンガポール共和国、タイ王国、中華人民共和国 

  
半導体製造
装置 
（千円） 

金型 
（千円） 

リードフ
レーム等 
（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 
4,106,722 3,937,671 3,471,795 11,516,190 － 11,516,190 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,326 3,886 － 6,212 (6,212) － 

  計 4,109,048 3,941,557 3,471,795 11,522,402 (6,212) 11,516,190 

営業利益（△損失） 308,875 587,329 △77,167 819,037 (572,203) 246,833 

半導体製造装置 モールディング装置、リード加工機、テストハンドラー 

金型 モールド金型、リード加工金型、リードフレーム金型、その他金型 

リードフレーム等 リードフレーム 

  
日本 

（千円） 
アジア 
（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 
8,405,890 3,110,299 11,516,190 － 11,516,190 

(2）セグメント間の内部

売上高 
1,048,728 785,770 1,834,498 (1,834,498) － 

  計 9,454,618 3,896,069 13,350,688 (1,834,498) 11,516,190 

営業利益 700,675 118,362 819,037 (572,203) 246,833 



【海外売上高】 

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．地域は、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の内訳は次のとおりであります。 

アジア ── 台湾、シンガポール共和国、中華人民共和国、マレーシア、インドネシア共和国、フィリピン

共和国、タイ王国、韓国 

その他 ── ドイツ連邦共和国、アメリカ合衆国、カナダ、フランス 

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。 

（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。 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,881,160 20,412 5,901,573 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 11,516,190 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 51.1 0.2 51.3 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

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 13,110,519 

Ⅱ 売上原価 9,907,640 

売上総利益 3,202,879 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,497,901 

営業利益 704,977 

Ⅳ 営業外収益 123,158 

Ⅴ 営業外費用 80,469 

経常利益 747,666 

Ⅵ 特別利益 682,862 

Ⅶ 特別損失 31,051 

税金等調整前四半期純利益 1,399,476 

法人税、住民税及び事業税 155,601 

法人税等調整額 △53,764 

少数株主利益 62,999 

四半期純利益 1,234,640 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前四半期純利
益 1,399,476 

減価償却費 509,113 

減損損失 15,667 

貸倒引当金の減少額 △12,044 

賞与引当金の減少額 △136,393 

退職給付引当金の減少額 △1,627,496 

受取利息及び受取配当金 △7,685 

支払利息 56,744 

為替差損 12,146 

持分法による投資利益 △28,048 

固定資産売却益 △3,545 

固定資産処分損 15,384 

売上債権の減少額 158,680 

たな卸資産の増加額 △807,394 

未収消費税等の増加額 △49,667 

その他流動資産の増加額 △82,105 

仕入債務の増加額 505,582 

その他流動負債の増加額 263,491 

その他固定負債の増加額 462,931 

固定化営業債権の増加額 △12,726 

小計 632,111 

利息及び配当金の受取額 11,297 

利息の支払額 △54,485 

法人税等の支払額 △137,561 

法人税等の還付額 3,682 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 455,043 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

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 

△344,891 

有形固定資産の売却によ
る収入 11,876 

投資有価証券の取得によ
る支出 

△25,240 

定期預金の預入による支
出 

△100,000 

その他の投資活動による
支出 

△59,580 

その他の投資活動による
収入 17,871 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△499,964 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の純増加額 300,000 

長期借入金の返済による
支出 

△450,710 

自己株式の取得による支
出 

△1,017 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△151,727 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

△23,353 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減
少額 

△220,002 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 2,861,808 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 2,641,806 



（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

【所在地別セグメント情報】 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

 
半導体製造装置 

（千円） 
金型 

（千円） 

リードフレーム
等 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 4,397,162 4,377,537 4,337,105 13,111,805 (1,285) 13,110,519 

営業費用 4,080,873 3,626,304 4,131,952 11,839,130 566,411 12,405,541 

営業利益 316,288 751,233 205,153 1,272,675 (567,697) 704,977 

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 10,396,113 3,802,296 14,198,410 (1,087,891) 13,110,519 

営業費用 9,208,983 3,716,751 12,925,735 (520,194) 12,405,541 

営業利益 1,187,129 85,545 1,272,675 (567,697) 704,977 
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