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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 10,255 ― 127 ― 37 ― 27 ―

20年3月期第3四半期 8,512 △25.4 △525 ― △835 ― △943 ―

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 1.28 ―

20年3月期第3四半期 △43.80 ―

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 13,569 101 0.7 4.72
20年3月期 14,023 111 0.8 5.19

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  101百万円 20年3月期  111百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 14,000 9.0 190 ― 20 ― 10 ― 0.46

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、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  21,538,000株 20年3月期  21,538,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,838株 20年3月期  2,513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  21,535,376株 20年3月期第3四半期  21,535,719株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な経済環境の

急減速により、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷、設備投資の抑制など、景気後退が急速に強まりまし

た。  

  このような状況のもと、当社グループは事業環境の変化に対応した選択と集中により中核事業を強化

するとともに、受注の確保と効率的生産体制の推進、原価低減活動や品質管理の強化による経営体質強

化策を積極的に推進して参りました。  

  この結果、海外売上に係る急激な円高の影響等があったものの、当第３四半期連結累計期間は、売上

高10,255百万円（前年同期比20.5％増）、営業利益127百万円、経常利益37百万円、四半期純利益27百

万円となりました。  

  セグメント別の業績は次のとおりであります。  

  

【電子機器事業】  
通信機器の売上は、基地局用収容箱及び通信エリア拡張装置等が増加しましたが、携帯電話基地局用

増幅器は次世代通信インフラ設備投資が端境期を迎えている影響等により減少しました。  

 同軸・導波管コンポーネントの売上は、各種レーダ機器の給電系部品が低調に推移し減少しました

が、電子機器の売上は、レーダ機器試験用シミュレータの大口案件の計上により増加しました。  

  また、研究開発の効率化や生産効率の向上に取り組んだ結果、当第３四半期連結累計期間における電

子機器事業部門の売上高は4,969百万円（前年同期比1.1%増）、営業利益25百万円となり、前年同期に

比べ増収増益となりました。  

  

【産業機器事業】  

高周波応用機器は、低環境負荷の製造設備として、「薄板加熱・塗装乾燥」、「太陽電池・半導

体」、「焼入れ」、「非接触給電」の４分野を重点市場に位置づけ、拡販に取り組んできた結果、新規

製品に加え既存製品も堅調に推移し、売上は増加しました。  

 洗浄装置の売上は、フラットパネル洗浄装置において既受注案件を中心に納入が進み増加しました。 

  また、品質管理・原価管理の強化や棚卸資産縮減活動に取り組んだ結果、当第３四半期連結累計期間

における産業機器事業部門の売上高は5,286百万円（前年同期比46.9%増）、営業利益101百万円とな

り、前年同期に比べ増収増益となりました。  
  
※前年同期比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、前連結会計年度末に比べて454百万円減少し13,569百万円

となりました。これは主に、現金及び預金が61百万円、たな卸資産が69百万円増加した一方、資産効率

化の推進により受取手形及び売掛金が555百万円減少したこと等によります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて444百万円減少し13,467百万円となりました。これは主に、退職

給付引当金が203百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が335百万円、借入金が170百万円、流動負

債のその他に含まれる未払費用が178百万円それぞれ減少したこと等によります。 

 純資産は、利益剰余金が増加した一方、評価・換算差額等が減少したことにより101百万円となりま

した。その結果、自己資本比率は0.1ポイント減少し0.7％となりました。 

  

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 
  

【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
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 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

a.たな卸資産の評価方法 

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。 

 また、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、簿価切下げを行う方法によっております。 

b.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。 

  

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。 

  

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、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、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。  

 この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の売上原価は26百万円増加

し、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26百万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。  

 なお、リース取引開始日が、「リース取引に関する会計基準」適用初年度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引き続き採用して

おります。これによる当第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

益に与える影響はありません。  

 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
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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：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 1,131 1,069

受取手形及び売掛金 4,053 4,608

商品及び製品 690 745

仕掛品 2,139 1,993

原材料及び貯蔵品 431 453

その他 63 31

貸倒引当金 △9 △10

流動資産合計 8,499 8,892

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,024 2,117

土地 1,356 1,356

その他（純額） 725 637

有形固定資産合計 4,105 4,110

無形固定資産 581 560

投資その他の資産   

投資有価証券 332 402

その他 59 66

貸倒引当金 △9 △8

投資その他の資産合計 381 460

固定資産合計 5,069 5,131

資産合計 13,569 14,023
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(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 1,835 2,170

短期借入金 5,100 4,850

1年内返済予定の長期借入金 2,040 940

未払法人税等 19 22

製品保証引当金 88 70

受注損失引当金 － 18

その他 774 962

流動負債合計 9,858 9,033

固定負債   

長期借入金 1,040 2,560

退職給付引当金 2,439 2,236

役員退職慰労引当金 27 33

その他 101 48

固定負債合計 3,609 4,878

負債合計 13,467 13,911

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000 4,000

資本剰余金 3,473 3,473

利益剰余金 △7,332 △7,360

自己株式 △1 △1

株主資本合計 140 112

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14 55

繰延ヘッジ損益 △0 △13

為替換算調整勘定 △52 △43

評価・換算差額等合計 △38 △0

純資産合計 101 111

負債純資産合計 13,569 14,023
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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：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 10,255

売上原価 7,601

売上総利益 2,654

販売費及び一般管理費 2,527

営業利益 127

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 8

為替差益 21

その他 12

営業外収益合計 44

営業外費用  

支払利息 108

その他 25

営業外費用合計 134

経常利益 37

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

税金等調整前四半期純利益 38

法人税等 10

四半期純利益 27
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

 ①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、当社製品の市場における用途に応じて、電子機器と産業機器にセグメンテーション 

しております。 

２ 各事業の主要な製品 

 (1) 電子機器・・・通信関連機器、電子関連機器、同軸・導波管コンポーネント関連機器 

  (2) 産業機器・・・高周波応用機器、フラットパネル洗浄装置、精密洗浄装置 

   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、営業利益が電子機器で18百万円、産業機器で8百万円そ

れぞれ減少しております。 

  

  ②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） 

    全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別 

     セグメント情報の記載を省略しております。 
  

  ③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 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。 

 ２ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

 ３ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米・・・アメリカ、カナダ等 

  (2) アジア・・・台湾、韓国、中国等 

  (3) その他の地域・・・チェコ、オーストラリア等 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

電子機器 
(百万円)

産業機器
(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 4,969 5,286 10,255 ― 10,255

 (2) セグメント間の内部売上高
   又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,969 5,286 10,255 ― 10,255

 営業利益 25 101 127 ― 127

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 566 2,705 45 3,317

Ⅱ 連結売上高（百万円） 10,255

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

5.5 26.4 0.4 32.3

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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 

 
  

 (2) 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） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分の方法は、当社製品の市場における用途に応じて、電子機器と産業機器にセグメンテーション 

 しております。 

２ 各事業の主要な製品 

  (1) 電子機器・・・通信関連機器、電子システム関連機器、立体関連機器 

  (2) 産業機器・・・高周波誘導加熱装置、半導体・液晶洗浄装置、精密洗浄装置 

「参考資料」

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(百万円）

Ⅰ 売上高 8,512

Ⅱ 売上原価 6,283

   売上総利益 2,228

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,754

   営業損失（△） △ 525

Ⅳ 営業外収益 36

Ⅴ 営業外費用 346

   経常損失(△） △ 835

Ⅵ 特別利益 5

Ⅶ 特別損失 102

  税金等調整前四半期純損失(△) △ 933

  法人税等 10

  四半期純損失（△） △ 943

電子機器 
（百万円）

産業機器
（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 4,912 3,599 8,512 － 8,512

  (2) セグメント間の内部売上高
      又は振替高

－ － － － －

計 4,912 3,599 8,512 － 8,512

営  業  費  用 4,910 4,126 9,037 － 9,037

営業利益又は営業損失（△） 1 △ 527 △ 525 － △ 525
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