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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 9,942 ― △485 ― △563 ― △1,555 ―

20年3月期第3四半期 11,517 16.5 719 7.2 732 2.1 268 0.6

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3四半期 △272.69 ―

20年3月期第3四半期 47.11 44.01

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 15,070 6,950 46.1 1,218.17
20年3月期 17,948 8,688 48.4 1,523.46

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,947百万円 20年3月期  8,688百万円

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 ― 5.00 ― 15.00 20.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 5.00

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 11,800 △3.0 △1,600 ― △1,700 ― △2,800 ― △490.93

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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 
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）および「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。 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
業績予想については、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。  

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  5,767,268株 20年3月期  5,767,268株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  63,806株 20年3月期  63,806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  5,703,462株 20年3月期第3四半期  5,703,462株
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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の経済は、世界的な金融市場の混乱を受け、世界経済が一段と減速す

るなか、未曾有の経済危機に陥り、内外需とも急激に悪化し、円高・株安を背景に、企業の設備投資の先送りや雇

用情勢を含め、景気がさらに厳しい状況となり、先行きの不透明感が一段と強くなってまいりました。 

 電気・電子業界におきましても、世界的な消費低迷を受け、液晶パネルの価格が大きく下落し、価格競争が一段

と激しくなってまいりました。また、パネル需給も厳しくなっていることから、生産調整に入り、需要減退が鮮明

な状況となりました。 

 このような状況のもと、当社グループは、収益の改善を図るため、原価低減や残業代削減のための業務の見直

し、その他経費削減施策を打ち出して実行しておりますが、電子部品事業におきましては、モリブデン電極関連の

受注落ち込みにより、売上が計画より大きく減少し、プローブカード事業においては、市場の急激な減速の影響を

受け販売が低迷いたしました。ＯＶＩＳ事業におきましては、世界的な液晶パネル供給過剰による投資削減の影響

を受けて売上が伸びず、グループ全体で大きな損失を計上する形となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成

績につきましては、売上高は9,942百万円、営業損失は485百万円、経常損失は563百万円、無形固定資産除却損184

百万円など特別損失を計上し、また法人税等調整額（損）868百万円を計上したことにより、第３四半期純損失と

して1,555百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績とその要因は次のとおりであります。 

なお、第１四半期連結会計期間より事業の種類別セグメントを変更しております。 

①電子部品事業 

 主力のモリブデン電極および溶接品につきましては、急激な需要減速の影響を受けて、パネルメーカーが相次い

で減産を決定し、その結果、受注が落ち込み、売上が大きく減少いたしました。半導体部品につきましては、半導

体メーカーの生産調整やアルミ製品の価格下落の影響を受けましたが、計画通りに推移いたしました。この事業の

売上高は3,968百万円、営業利益は236百万円となりました。 

②プローブカード事業 

 急激な景気減速で、デジタル家電、ＰＣ、携帯電話、カーエレクトロニクスなどの需要が大きく減退し、半導体

市場が一気に悪化し、半導体メーカーでは稼働率を下げ減産などで対応しております。そのため、プローブカード

も発注見合せなどの影響を受け、売上高が大きく減少いたしました。この事業の売上高は3,610百万円、営業損失

は44百万円となりました。 

③ＡＴＥ事業 

 主力製品のＬＣＤオープン・ショート検査システムが売上に貢献いたしました。取引先の納入延期の影響を受け

ることとなりましたが、利益を確保することができました。台湾および韓国メーカーの投資延期によるリスクはあ

るものの、当期の受注状況は好調に推移しております。この事業の売上高は1,638百万円、営業利益は59百万円と

なりました。 

④ＯＶＩＳ事業 

 ＬＣＤ市場低迷による生産ラインの稼動調整、設備投資計画の延期や計画そのものがなくなった影響を受け、売

上が伸びませんでした。この事業の売上高は724百万円、営業損失は101百万円となりました。 

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 

 日本におきまして、電子部品事業は、急激な需要減速の影響を受けて、パネルメーカーが相次いで減産を決定し

た結果、売上が減少し、前期に計上した利益を大きく減少させました。また、プローブカード事業におきまして

も、半導体市場が急速に悪化した影響を受け、販売が低迷いたしました。 

 この結果、売上高は9,045百万円、営業利益は94百万円となりました。 

②アジア 

 アジアにおきましては、米国の金融危機の影響を受け、米系海外半導体企業の生産見直しや縮小が鮮明になり、

その影響が徐々に大きくなってまいりましたが、受注減とはならず、売上高は順調に推移しました。 

 この結果、売上高は897百万円、営業利益は90百万円となりました。 

- 2 -

㈱東京カソード研究所(6868)平成21年３月期　第３四半期決算短信



２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

 当第３四半期における総資産は、主として、未収入金等が増加し受取手形及び売掛金等が減少したことにより、

前連結会計年度末に比べ2,877百万円減少し15,070百万円となりました。負債は、短期借入金、長期借入金等が増

加し、支払手形及び買掛金、一年以内償還予定社債、未払法人税等などが減少したことにより、前連結会計年度末

に比べ1,139百万円減少し、8,120百万円となりました。前連結会計年度末の純資産合計は8,688百万円であり、当

第３四半期末の純資産は、6,950百万円となり、自己資本比率は46.1%となりました。 

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。 

 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、前連結会計年度末比べ93

百万円減少し、1,496百万円となりました。 

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） 

 営業活動の結果得られた資金は、335百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失868百万円、未

収入金の増加額1,463百万円、仕入債務の減少額995百万円、たな卸資産の増加額532百万円等による支出要因があ

ったものの、売上債権の減少額3,716百万円、減価償却費425百万円等の収入要因があったこと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） 

 投資活動の結果支出した資金は、314百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出177百万

円等の支出要因があったこと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） 

 財務活動の結果支出した資金は、83百万円となりました。これは主に、長期借入金による収入750百万円の収入

要因があったものの、長期借入金の返済による支出261百万円、転換社債の償還による支出528百万円等の支出要因

があったこと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 

 第３四半期累計期間における業績の状況を勘案し、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。 

 詳細は、本日別途開示する「特別損失の発生および繰延税金資産の取崩しならびに業績予想、配当予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 
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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 たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度に係る実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却費は、固定資産の年間減価償却額を期間按分することにより計上しております。 

（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 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。 

 ② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月別総平均法による原価法および個別法

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、主として月別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）および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。 

 これによる影響はありません。 

 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り扱い」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り扱

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。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税金調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

（４）有形固定資産の耐用年数の変更 

 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年度法人税の改正を契機として、第

２四半期連結会計期間より、機械装置について耐用年数の見直しを行っております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

45,132千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。 
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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 1,517,181 1,618,968

受取手形及び売掛金 2,875,734 6,690,001

有価証券 10,583 10,550

商品 73,137 126,192

製品 1,018,588 987,996

原材料 1,308,884 1,108,455

仕掛品 822,480 480,581

貯蔵品 29,876 31,142

未収入金 1,828,469 370,385

その他 568,674 518,875

貸倒引当金 △31,449 △19,995

流動資産合計 10,022,161 11,923,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,040,698 3,044,312

減価償却累計額 △1,723,353 △1,667,305

建物及び構築物（純額） 1,317,344 1,377,006

機械装置及び運搬具 3,036,966 3,130,440

減価償却累計額 △2,167,551 △2,058,381

機械装置及び運搬具（純額） 869,415 1,072,058

工具、器具及び備品 1,597,565 1,597,793

減価償却累計額 △1,344,979 △1,294,714

工具、器具及び備品（純額） 252,585 303,079

土地 1,089,274 1,093,288

有形固定資産合計 3,528,619 3,845,432

無形固定資産   

のれん 34,922 72,928

その他 18,757 207,871

無形固定資産合計 53,680 280,799

投資その他の資産 1,466,528 1,899,456

固定資産合計 5,048,827 6,025,688

資産合計 15,070,989 17,948,843
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,621,152 3,540,031

短期借入金 2,891,730 2,644,580

未払金 265,032 402,536

未払法人税等 14,041 237,053

賞与引当金 111,874 209,244

その他 285,216 733,373

流動負債合計 6,189,047 7,766,819

固定負債   

長期借入金 1,139,420 828,450

退職給付引当金 553,864 533,131

負ののれん 74,795 99,385

その他 163,462 32,060

固定負債合計 1,931,543 1,493,027

負債合計 8,120,590 9,259,847

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金 2,984,214 2,984,214

利益剰余金 1,720,366 3,389,717

自己株式 △72,532 △72,532

株主資本合計 6,955,153 8,624,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,119 29,834

為替換算調整勘定 △15,465 34,656

評価・換算差額等合計 △7,345 64,491

新株予約権 2,591 －

純資産合計 6,950,398 8,688,995

負債純資産合計 15,070,989 17,948,843
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（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 9,942,507

売上原価 7,605,300

売上総利益 2,337,207

販売費及び一般管理費 2,823,033

営業損失（△） △485,826

営業外収益  

受取利息 3,479

受取配当金 2,049

負ののれん償却額 2,616

その他 47,228

営業外収益合計 55,373

営業外費用  

支払利息 39,058

為替差損 49,988

持分法による投資損失 24,969

シンジケートローン手数料 10,898

その他 8,473

営業外費用合計 133,388

経常損失（△） △563,840

特別利益  

固定資産売却益 443

投資有価証券売却益 1,925

特別利益合計 2,368

特別損失  

固定資産売却損 8,799

固定資産除却損 30,993

無形固定資産除却損 184,457

投資有価証券評価損 45,490

関係会社株式評価損 32,601

その他 4,684

特別損失合計 307,026

税金等調整前四半期純損失（△） △868,498

法人税、住民税及び事業税 40,011

法人税等調整額 646,771

法人税等合計 686,783

四半期純損失（△） △1,555,281
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（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損失（△） △868,498

減価償却費 425,790

持分法による投資損益（△は益） 24,969

投資有価証券評価損益（△は益） 45,490

関係会社株式評価損 32,601

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,733

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,369

受取利息及び受取配当金 △5,529

支払利息 39,058

投資有価証券売却損益（△は益） △1,925

有形固定資産除却損 30,993

無形固定資産除却損 184,457

売上債権の増減額（△は増加） 3,716,817

未収入金の増減額（△は増加） △1,463,948

たな卸資産の増減額（△は増加） △532,735

その他の流動資産の増減額（△は増加） △76,031

その他の固定資産の増減額（△は増加） 34,038

仕入債務の増減額（△は減少） △995,945

その他の流動負債の増減額（△は減少） 75,484

その他 110,788

小計 699,239

利息及び配当金の受取額 11,418

利息の支払額 △34,537

法人税等の支払額 △340,131

営業活動によるキャッシュ・フロー 335,988

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 △33,030

定期預金の払戻による収入 23,021

有形固定資産の取得による支出 △177,738

有形固定資産の売却による収入 22,371

無形固定資産の取得による支出 △418

投資有価証券の取得による支出 △45,692

投資有価証券の売却による収入 4,211

その他 △106,830

投資活動によるキャッシュ・フロー △314,106

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） 70,000

長期借入れによる収入 750,000

長期借入金の返済による支出 △261,880

社債の償還による支出 △528,000

配当金の支払額 △114,069

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,949

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,746

現金及び現金同等物の期首残高 1,590,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,496,337
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 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．事業区分の方法および各区分に属する主要な製・商品の変更 

    事業区分の方法については、事業の種類、性質、製造方法等の観点から「電子部品事業」、「プローブ

カード事業」、「装置事業」の３事業としておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「電子部品事

業」、「プローブカード事業」、「ＡＴＥ事業」、「ＯＶＩＳ事業」の４事業に変更いたしました。この

変更は、従来の「装置事業」において提供する製品およびサービス提供を、より事業の実態に反映させる

ため、その内容区分の見直しを行った結果によるものであります。この変更による影響はありません。 

    また、各区分に属する主要な製・商品の変更については、従来の「装置事業」として含めておりました

ＶＩＳＩＯＮ関連装置等を「ＯＶＩＳ事業」として分離しております。 

２．各区分に属する主要な製・商品 

３．追加情報 

    「追加情報」に記載のとおり、第２四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。この変更に伴い、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電子部品事業の営

業利益が12,543千円減少、プローブカード事業の営業損失が7,143千円増加、ＡＴＥ事業の営業利益が

24,839千円減少、ＯＶＩＳ事業の営業損失が605千円増加しております。 

 
電子部品事業 
（千円） 

プローブカ
ード事業 
（千円） 

ＡＴＥ事業 
（千円） 

ＯＶＩＳ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 
3,968,660 3,610,839 1,638,588 724,418 9,942,507 － 9,942,507 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － － 

計 3,968,660 3,610,839 1,638,588 724,418 9,942,507 － 9,942,507 

営業利益又は損

失（△） 
236,116 △44,585 59,178 △101,835 148,874 △634,700 △485,826 

事業区分 主要製品 

電子部品事業 

電子管用部品（カソード、ヒーター）、蒸着用素子、ＣＲＴ用部品、

ＬＣＤ表示用部品、ＣＣＦＬ用モリブデン電極、インプランテーショ

ン加工部品、エッチャー用アルミパーツ、シリコン電極等 

プローブカード事業 
ＩＣ用プローブカード、液晶駆動ＩＣ用プローブカード、垂直型プロ

ーブカード、ＯＣプローブ、プローブピン等 

ＡＴＥ事業 
液晶基板用検査装置、ＰＤＰ用検査装置、低温ｐ-ＳｉＴＦＴ液晶パネ

ル用検査装置、ＶＩＣプローブ等 

ＯＶＩＳ事業 ＶＩＳＩＯＮ関連装置等 
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〔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地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール 

３．追加情報 

「追加情報」に記載のとおり、第２四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。

この変更に伴い、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日本の営業利益が

45,132千円減少しております。 

〔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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール・インド・マレーシア・フィリピン・タイ 

(2）その他……アメリカ 

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。 

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益          

 売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 9,045,047 897,460 9,942,507 － 9,942,507 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
197,778 112,985 310,764 △310,764 － 

 計 9,242,825 1,010,446 10,253,271 △310,764 9,942,507 

 営業利益又は損失（△） 94,355 90,755 185,110 △670,936 △485,826 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,734,309 67,727 1,802,037 

Ⅱ 連結売上高（千円）     9,942,507 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
17.4 0.7 18.1 
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「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（平成19年４月１日～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（千円） 

Ⅰ 売上高 11,517,579 

Ⅱ 売上原価 8,167,816 

売上総利益 3,349,763 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 2,630,617 

営業利益 719,145 

Ⅳ 営業外収益 132,820 

Ⅴ 営業外費用 119,909 

経常利益 732,056 

Ⅵ 特別利益 7,728 

Ⅶ 特別損失 145,627 

税金等調整前四半
期（当期）純利益 594,158 

法人税、住民税 
及び事業税 351,576 

法人税等調整額  25,395 

少数株主利益 
（損失：△）  

△51,486 

四半期（当期） 
純利益 268,673 
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（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） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による   
キャッシュ・フロー  

税金等調整前第3四半
期（当期）純利益 594,158

減価償却費  387,243

売上債権の増減額 
（増加：△） △808,532

たな卸資産の増減額
（増加：△） △66,144

仕入債務の増減額 
（減少：△） 441,385

その他 △240,149

小計 307,960

法人税等の支払額 △504,526

その他  △23,823

営業活動による   
キャッシュ・フロー △220,389

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 △211,096

無形固定資産の取得に
よる支出 △307

その他 △23,533

投資活動による   
キャッシュ・フロー △234,937

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
(減少：△） 1,556,164

長期借入れによる  
収入  

－

長期借入金の返済に 
よる支出  

△478,928

社債の償還による  
支出 

△151,000

親会社による配当金の
支払額  

△142,586

その他 －

財務活動による   
キャッシュ・フロー 783,649
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前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

△3,503

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額（又は減少額） 324,818

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 962,412

Ⅶ 現金及び現金同等物の
期末残高 1,287,230
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（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） 

（注）当期より、従来「装置事業」に属する主要な製・商品として含めておりましたエッチャー用アルミパーツ、イ  

   ンプラ部品及び、シリコン電極は、「電子部品事業」に変更しております。また、「プローブカード事業」に 

   属していたループプローブを「装置事業」に変更しております。 

   なお、前年同四半期のセグメント情報を当四半期に用いた方法により区分すると次のようになります。 

前々年同四半期（平成19年３月期第３四半期） 

  

  

 
電子部品事業 
（千円） 

プローブカード
事業 

（千円） 

装置事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 4,602,616 5,280,426 1,634,536 11,517,579 － 11,517,579

営業費用 3,929,469 4,221,249 1,999,943 10,150,662 647,771 10,798,434

営業利益 673,146 1,059,177 △365,406 1,366,917 △647,771 719,145

 
電子部品事業 
（千円） 

プローブカード
事業 

（千円） 

装置事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 3,425,111 5,296,829 1,163,656 9,885,598 － 9,885,598

営業費用 2,847,356 4,234,591 1,654,908 8,736,856 478,035 9,214,892

営業利益 577,755 1,062,238 △491,251 1,148,741 △478,035 670,705
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