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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 58,034 ― 188 ― 142 ― △4,874 ―
20年3月期第3四半期 72,051 0.3 4,399 8.1 5,384 △2.0 1,340 △53.3

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 △107.29 ―
20年3月期第3四半期 29.52 ―

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 177,604 159,329 87.3 3,413.24
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3四半期  155,060百万円 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 70,400 △23.9 △4,400 ― △5,300 ― △14,500 ― △319.17

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、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)から、「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3四半期  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3四半期  1,957,623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3四半期  45,429,907株 20年3月期第3四半期  45,431,638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 55,400 △23.1 △ 3,500 - △ 2,800 - △ 7,400 - △ 162.89

 (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３四半期連結累計期間における世界経済は、米国や欧州で景気が後退し、アジアでも景気が減速するなど、

世界的な金融危機の影響から大幅に失速しました。国内経済も、世界的な景気の後退により、輸出の減少が企業収

益の悪化を招き、減産や設備投資の抑制が進むなど、景気は急速に悪化し、大変厳しい状況で推移しております。 

このような状況にあって、当社グループは、需要構造の変化に対応するため、製造子会社の生産体制の見直しを

行うなど、事業の選択と集中を進め、また、生産ラインの調整や営業拠点の整理など、グローバル体制の下、生

産・販売の効率化を推進しました。国内では、顧客満足が得られる新製品開発に注力し、顧客密着型の事業を展開

しました。また、社内体制の再編成のため、社員の再就職を支援する転進支援制度を実施しました。 

しかしながら、厳しい市場環境による需要の減少や連結子会社の減少などの影響から、当第３四半期連結累計期

間における売上高は580億３千４百万円(前年同期比19.5％減)となりました。このうち海外売上高は、米国やアジア

市場での売上げが大幅に減少したことから314億１千１百万円(前年同期比26.3％減)となり、国内売上高は266億２

千２百万円(前年同期比9.6％減)となりました。収益面では、売上げ減少や為替変動の影響などから営業利益は１億

８千８百万円(前年同期比95.7％減)、経常利益は１億４千２百万円(前年同期比97.3％減)、四半期純損益は転進支

援費用や繰延税金資産の回収可能性の見直しなどの影響から48億７千４百万円の損失(前年同期は四半期純利益13億

４千万円)と大幅な減益となりました。 

  

当第３四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、主力である自動車向けが、国内メーカーの不振や米国自動車大手３社の業績

悪化の影響などにより、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、ＰＯＳ用途を中心に事務機器向けが低調に推移し、売上げは大幅に減少しました。 

ホビー用ラジコン機器は、海外では米国やアジア市場が低迷しましたが、国内では新製品プロポが昨年半ばまで

好調に推移したことから売上げは増加しました。 

産業用ラジコン機器は、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。模型用エンジンも売上げは前年同期を下回りました。 

以上の結果、当事業の売上高は298億４千７百万円(前年同期比28.2％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

が堅調に推移しましたが、為替変動の影響から売上げの伸びが鈍化し、タイやべトナムが低迷したことから、売上

げは前年同期を下回りました。国内では、自動車関連や電子部品関連業界の需要停滞に伴う受注の減少や販売競争

の激化などから、売上げは前年同期を下回りました。 

以上の結果、当事業の売上高は281億８千７百万円(前年同期比7.5％減)となりました。 

なお、省力機器につきましては、昨年10月よりプレス関連自動化・省力化機器の製造および販売会社２社を子会

社化し、事業の強化をはかっております。 

 ＊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３四半期連結会計期間末の総資産は、投資その他の資産、受取手形及び売掛金などの減少により前連結会計

年度末に比べ176億４千６百万円減少し、1,776億４百万円となりました。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、退職給付引当金などの増加と、賞与引当金などの減少により前連結会計年度末に比べ２億７百万円増加

し、182億７千４百万円となりました。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178億５千３百万円減少し、1,593億２千９百万

円となりました。この結果、自己資本比率は87.3％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、世界的な金融危機が深刻化し、世界景気の一層の後退懸念や株式・為替市場の

大幅な変動など、世界経済は依然として予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

 当第３四半期連結累計期間の業績の動向を踏まえ、平成20年11月12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。 

 下記の業績予想において、第４四半期の為替レートは１米ドル90円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21年２月６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） 

（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） 78,600 △350 350 △5,200 △114 46 

今回修正予想（Ｂ） 70,400 △4,400 △5,300 △14,500 △319 17 

増減額（Ｂ－Ａ） △8,200 △4,050 △5,650 △9,300 －   

増減率（％） △10.4 － － － －   

前期実績 92,484 4,819 3,313 △1,604 △35 31 

  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） 61,900 △2,500 △150 △3,100 △68 24 

今回修正予想（Ｂ） 55,400 △3,500 △2,800 △7,400 △162 89 

増減額（Ｂ－Ａ） △6,500 △1,000 △2,650 △4,300 －   

増減率（％） △10.5 － － － －   

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  

  1) 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は、一部の連結子会社を除き実地棚卸を省略し、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しております。 

  2) 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、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)から、「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、経常利益はそれぞれ81百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は81百万円増加し

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647百万円計上しております。



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 64,878 66,540

受取手形及び売掛金 19,823 22,957

有価証券 1,240 1,450

製品 5,483 5,848

仕掛品 2,201 2,522

原材料及び貯蔵品 5,977 5,679

その他 4,673 6,823

貸倒引当金 △449 △493

流動資産合計 103,830 111,329

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,440 18,373

機械装置及び運搬具（純額） 15,254 17,777

工具、器具及び備品（純額） 1,323 1,497

土地 17,360 17,970

リース資産（純額） 1,149 －

建設仮勘定 2,038 905

有形固定資産合計 53,566 56,524

無形固定資産 1,925 2,058

投資その他の資産   

投資有価証券 13,141 16,812

その他 5,297 8,706

貸倒引当金 △156 △181

投資その他の資産合計 18,281 25,338

固定資産合計 73,774 83,921

資産合計 177,604 195,250



（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 5,876 6,596

短期借入金 253 296

未払費用 3,020 3,397

未払法人税等 243 373

賞与引当金 694 1,826

その他 2,731 2,165

流動負債合計 12,819 14,655

固定負債   

長期借入金 352 421

繰延税金負債 1,785 1,677

退職給付引当金 1,681 99

役員退職慰労引当金 56 955

その他 1,579 257

固定負債合計 5,455 3,412

負債合計 18,274 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 131,220 139,074

自己株式 △4,836 △4,834

株主資本合計 170,537 178,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,535 395

為替換算調整勘定 △13,941 △7,174

評価・換算差額等合計 △15,477 △6,778

少数株主持分 4,269 5,568

純資産合計 159,329 177,183

負債純資産合計 177,604 195,250



（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 58,034

売上原価 44,145

売上総利益 13,889

販売費及び一般管理費 13,700

営業利益 188

営業外収益  

受取利息 807

その他 564

営業外収益合計 1,372

営業外費用  

為替差損 967

その他 451

営業外費用合計 1,418

経常利益 142

特別利益  

固定資産売却益 363

その他 28

特別利益合計 392

特別損失  

特別退職金 884

転進支援費用 565

その他 790

特別損失合計 2,240

税金等調整前四半期純損失（△） △1,705

法人税、住民税及び事業税 622

法人税等調整額 2,187

法人税等合計 2,810

少数株主利益 358

四半期純損失（△） △4,874



（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（△） △1,705

減価償却費 5,502

のれん償却額 134

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,087

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） △254

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △887

前払年金費用の増減額（△は増加） 438

受取利息及び受取配当金 △979

為替差損益（△は益） 1,009

特別退職金 884

転進支援費用 565

売上債権の増減額（△は増加） 1,731

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,037

仕入債務の増減額（△は減少） 295

その他 1,044

小計 5,647

利息及び配当金の受取額 979

利息の支払額 △14

特別退職金の支払額 △777

転進支援費用の支払額 △2

役員退職功労加算金支払額 △81

法人税等の支払額 △771

法人税等の還付額 791

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,771

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 △4,145

定期預金の払戻による収入 6,087

有価証券の取得による支出 △71

有価証券の売却及び償還による収入 402

投資有価証券の取得による支出 △2,309

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,589

有形固定資産の取得による支出 △4,295

有形固定資産の売却による収入 1,094

貸付けによる支出 △4

貸付金の回収による収入 93

その他 △354

投資活動によるキャッシュ・フロー △913



（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) 

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 161

短期借入金の返済による支出 △164

長期借入れによる収入 67

長期借入金の返済による支出 △110

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △2,089

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 △406

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,674

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,320

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 58,161



 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、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)から、「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。 

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19百万円増加し、生産器材事業の営業

利益が61百万円減少しております。 

  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 29,847 28,187 58,034 － 58,034 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
0 3 4 (4) － 

計 29,847 28,191 58,038 (4) 58,034 

営業利益又は営業損失(△) △186 375 188 0 188 

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 



〔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81百万円増加しております。 

〔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．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。 

  
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 33,519 7,066 1,755 15,692 58,034 － 58,034 

(2) セグメント間の内部売上高又は

振替高 
15,574 45 1 14,182 29,804 (29,804) － 

計 49,093 7,112 1,757 29,875 87,839 (29,804) 58,034 

営業利益又は営業損失(△) △1,001 △174 △9 993 △191 380 188 

  米州 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,513 4,182 17,716 31,411 

Ⅱ 連結売上高(百万円)       58,034 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合(％) 
16.4 7.2 30.5 54.1 



「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 

 (単位：百万円) 

科目 

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) 

金額 

Ⅰ 売上高 72,051 

Ⅱ 売上原価 53,664 

売上総利益 18,387 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,988 

営業利益 4,399 

Ⅳ 営業外収益 1,944 

Ⅴ 営業外費用 959 

経常利益 5,384 

Ⅵ 特別利益 1,212 

Ⅶ 特別損失 2,570 

役員退職慰労金等  1,006 

関係会社株式売却損  1,143 

その他  420 

税金等調整前四半期純利益 4,026 

法人税、住民税及び事業税等 1,694 

法人税等調整額  612 

少数株主利益  378 

四半期純利益 1,340 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                   (単位：百万円) 

 
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) 

区分 金額 

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  4,026 

減価償却費  5,703 

売上債権の増加額  △681 

たな卸資産の増加額  △252 

その他の資産の増加額 △1,021 

仕入債務の増加額 861 

その他 △203 

小計 8,433 

利息及び配当の受取額  1,404 

法人税等の支払額  △2,135 

その他  △138 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,563 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券等の取得による支出  △1,896 

有価証券等の売却及び償還による収入  2,782 

有形固定資産の取得による支出  △5,062 

その他  △1,304 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,481 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入金の純減少額  △719 

少数株主への株式の発行による収入  3,969 

配当金の支払額  △2,102 

少数株主への配当金の支払額等  △85 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,062 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △693 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 2,451 

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四半期末残高 59,666 



（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(自平成19年４月１日 至平成19年12月31日) 

〔所在地別セグメント情報〕 

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) 

  
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 41,579 30,485 72,065 (13) 72,051 

営業費用 38,890 28,775 67,666 (13) 67,652 

営業利益 2,689 1,710 4,399 (0) 4,399 

  
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 58,457 12,032 2,490 40,246 113,226 (41,175) 72,051 

営業費用 56,223 11,987 2,489 38,549 109,249 (41,597) 67,652 

営業利益 2,234 45 0 1,696 3,977 421 4,399 
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