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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 7,319 ― 131 ― 119 ― 33 ―

20年3月期第3四半期 7,719 0.9 238 △48.8 194 △55.6 88 △58.7

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 5.43 ―

20年3月期第3四半期 14.09 14.09

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 12,341 7,580 61.4 1,222.94
20年3月期 15,023 7,703 51.3 1,242.72

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,580百万円 20年3月期  7,703百万円

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 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.00 12.00

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 9,747 △18.8 185 △74.1 166 △72.1 55 △82.8 8.87

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．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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．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 
１．上記に記載された予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果と
なる可能性があります。 
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運用指針」（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 ― 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 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  6,499,000株 20年3月期  6,499,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  300,148株 20年3月期  300,097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  6,198,867株 20年3月期第3四半期  6,265,503株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機の深刻化に伴う世界同時株安・急激な円高による影響

が実体経済に波及し、企業収益の急激な悪化、設備投資の減少、雇用情勢の悪化及び個人消費の減少など景気は一段

と悪化しました。また、海外においても、米国・ＥＵ諸国のみならずＢＲＩＣｓを筆頭とする新興国の景気減速が拡

大し、世界同時不況に突入しました。  

 こうした環境の中、当社グループは、積極的に受注・販売活動を行ってまいりましたが、特に水晶デバイス業界で

は、設備投資計画の凍結や先送りが顕著で、受注面で厳しい状況が続きました。また、電子部品業界においても設備

投資計画の凍結や先送りがあり、苦戦しましたが、次世代エネルギー分野である太陽光発電関連や医療関連において

は、引き続き引き合いが旺盛でした。 

 売上に関しては、設備投資計画の見直しや先送りなどによる受注済装置の納入日延期の要請や検収遅れなどの理由

により、第４四半期以降へ売上がずれこんだものが数件ありました。  

 損益面では、全社をあげての固定費削減が利益率の改善に寄与しましたが、一方で開発要素の高い案件があり、利

益を押し下げる要因となりました。さらに会計基準改正に伴う期首のたな卸資産に対する評価損の計上や固定資産の

除却損がマイナス要因となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高103億46百万円、売上高73億19百万円となりました。 

 損益につきましては、経常利益１億19百万円、四半期純利益は33百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間の品目別の状況は、次のとおりです。 

（水晶デバイス装置） 

 水晶デバイス業界では、水晶デバイスの生産が非常に厳しい局面となりました。携帯電話の生産台数の減少に伴う

在庫調整、電子機器全般の生産調整、自動車生産台数の減少などが大きく影響し、水晶デバイスメーカー各社は設備

投資計画の見直しや先送りを実施しました。その結果、当社装置への引き合いも減少し、当初受注計画を大きく下回

る結果とまりました。  

 また、同様の理由から受注済装置の納入日延期の要請があり、第４四半期以降へ売上がずれ込んだものが数件あり

ました。 

 この結果、受注高は26億37百万円、売上高は30億87百万円となりました。  

（光学装置） 

 光学業界では、デジタルカメラにおいてはデジタル一眼レフが全世界で好調を続けており、ＤＶＤにおいてはブル

ーレイ市場が規格の一本化から拡大しましたが、全体的には消費が低迷し、各社とも設備投資を控えました。 

  こうした中、当社グループは高性能新型装置を市場に投入し、積極的に営業展開を図ってまいりましたが受注面で

は厳しい状況となりました。 

 この結果、受注高は６億３百万円、売上高は８億26百万円となりました。 

（電子部品装置・その他装置） 

 電子部品業界では、家電や自動車向け電子部品の急減を受け、各社とも太陽光発電など一部の成長分野を除き増産

設備投資を凍結しました。一方、太陽光発電関連市場は引き続き好調であり、各関連メーカーの設備投資も活発に行

われ、当社グループも装置の引き合いに積極的に対応してまいりました。 

 また、検収遅れのため売上が第４四半期以降にずれ込んだものが数件ありました。 

 この結果、受注高は59億23百万円、売上高は22億24百万円となりました。 

（部品販売・修理その他） 

 部品販売・修理につきましては、西日本のアフターサービスの強化のため、平成19年10月に拠点を開設し、より身

近なすばやいサポート体制で、顧客ニーズに細かく対応してまいりました。また、アジアを中心に海外に生産拠点を

持つ顧客に対しては上海子会社が対応することにより、当社グループとして、迅速できめ細かなアフターサービスを

提供しました。 

 この結果、売上高は11億80百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は123億41百万円となり、前連結会計年度末比26億82百万円の減少と

なりました。 

 資産は受取手形及び売掛金の減少等により、26億82百万円減少し、負債は支払手形及び買掛金の減少等により25億

59百万円減少いたしました。また、純資産は利益剰余金の減少等により１億22百万円減少いたしました。 

（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の残高は15億56百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て７億74百万円の減少となりました。 

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 
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 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は10億５百万円の支出となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四

半期純利益61百万円、売上債権の減少24億24百万円、減価償却費１億89百万円等であり、主なマイナス要因は、仕入

債務の減少25億53百万円、たな卸資産の増加４億58百万円、賞与引当金の減少１億９百万円、法人税等の支払３億10

百万円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は68百万円の支出となりました。主な要因は、有価証券の償還による収入

50百万円があったものの、定期預金の預入による支出18百万円、有形固定資産の取得による支出１億円等によるもの

です。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は３億円の収入となりました。主な要因は、短期借入れによる収入５億

円、長期借入金の返済１億６百万円、配当金の支払92百万円等によるものです。  

  

  

 通期の連結業績予想につきましては、前述のとおり急激な景気の後退により、当社グループを取り巻く経営環境は

ますます予断を許さない状況でありますが、現時点におきましては、平成20年11月12日に公表いたしました業績予想

数値に変更はありません。 

 なお、当社グループを取り巻く市場動向を踏まえ今後の業績の推移につきましては、より慎重に注視し、連結業績

予想数値に見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。  

  

  

  該当事項はありません。 

  

   

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な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。 

②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繰延税金資産の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

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たな卸資産については、従来、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）により算定しています。これにより、営業利益、経常利益は24,257千円 減少し、税

金等調整前四半期純利益は67,785千円減少しております。 

③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。なお、これ

による損益へ与える影響はありません。  
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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 1,606,213 2,043,683

受取手形及び売掛金 1,760,974 4,171,725

有価証券 74,557 444,935

商品及び製品 11,744 9,334

仕掛品 2,509,806 2,004,353

原材料及び貯蔵品 354,777 403,560

繰延税金資産 258,136 272,474

その他 228,535 24,916

貸倒引当金 △1,350 △2,303

流動資産合計 6,803,395 9,372,679

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,311,185 1,387,538

機械装置及び運搬具（純額） 157,046 261,666

土地 3,559,977 3,559,977

建設仮勘定 109,872 －

その他（純額） 38,658 47,993

有形固定資産合計 5,176,740 5,257,175

無形固定資産   

のれん 19,038 24,231

その他 34,142 38,429

無形固定資産合計 53,181 62,660

投資その他の資産   

投資有価証券 85,013 173,337

繰延税金資産 155,338 88,387

その他 209,687 216,691

貸倒引当金 △142,186 △147,248

投資その他の資産合計 307,852 331,167

固定資産合計 5,537,775 5,651,004

資産合計 12,341,171 15,023,684
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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 2,183,970 4,717,493

短期借入金 500,000 －

1年内返済予定の長期借入金 48,700 131,160

未払法人税等 31,299 314,879

賞与引当金 74,820 184,716

役員賞与引当金 500 27,800

製品保証引当金 92,700 123,300

受注損失引当金 37,700 45,000

その他 254,478 267,313

流動負債合計 3,224,169 5,811,662

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 32,500 56,750

退職給付引当金 363,161 311,286

その他 140,500 140,500

固定負債合計 1,536,161 1,508,536

負債合計 4,760,331 7,320,198

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,177,105 2,177,105

資本剰余金 2,753,975 2,753,975

利益剰余金 2,881,160 2,940,462

自己株式 △258,091 △258,050

株主資本合計 7,554,148 7,613,492

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 384 62,399

為替換算調整勘定 26,306 27,593

評価・換算差額等合計 26,691 89,992

純資産合計 7,580,840 7,703,485

負債純資産合計 12,341,171 15,023,684
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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 7,319,557

売上原価 5,826,212

売上総利益 1,493,345

販売費及び一般管理費 1,361,882

営業利益 131,462

営業外収益  

受取利息 2,334

受取配当金 906

受取賃貸料 15,251

保険配当金 11,293

作業屑等売却益 7,097

その他 10,244

営業外収益合計 47,128

営業外費用  

支払利息 13,834

売上債権売却損 25,304

その他 19,850

営業外費用合計 58,989

経常利益 119,602

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,061

特別利益合計 5,061

特別損失  

たな卸資産評価損 43,528

固定資産除却損 16,026

投資有価証券評価損 4,047

特別損失合計 63,602

税金等調整前四半期純利益 61,061

法人税、住民税及び事業税 37,606

法人税等調整額 △10,226

法人税等合計 27,380

四半期純利益 33,680
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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利益 61,061

減価償却費 189,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,984

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,875

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,300

賞与引当金の増減額（△は減少） △109,895

製品保証引当金の増減額（△は減少） △30,600

受注損失引当金の増減額（△は減少） △7,300

受取利息及び受取配当金 △3,241

支払利息 13,834

売上債権の増減額（△は増加） 2,424,643

たな卸資産の増減額（△は増加） △458,954

仕入債務の増減額（△は減少） △2,553,211

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,402

その他 △229,206

小計 △687,978

利息及び配当金の受取額 3,124

利息の支払額 △10,234

法人税等の支払額 △310,515

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,005,603

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 △18,926

有形固定資産の取得による支出 △100,320

無形固定資産の取得による支出 △1,500

有価証券の償還による収入 50,000

その他 1,869

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,877

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 500,000

長期借入金の返済による支出 △106,710

自己株式の取得による支出 △41

配当金の支払額 △92,449

財務活動によるキャッシュ・フロー 300,799

現金及び現金同等物に係る換算差額 △824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △774,507

現金及び現金同等物の期首残高 2,330,865

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,556,357
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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。 

  

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） 

 当社グループは真空応用装置関連製品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する水晶デバイス製造装

置、光学用部品製造装置、電子部品製造装置等の開発、製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類

が無いため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）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

  

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、国別に区分しております。 

    ２．その他に属する主な国 

      タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、香港、シンガポール、韓国、ニュージーランド等でありま

      す。 

    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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

  中国 台湾 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,471,951  363,344  921,947  2,757,242

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  7,319,557

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 20.1  5.0  12.6  37.7

（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。 
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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  7,719,542

Ⅱ 売上原価  6,229,456

売上総利益  1,490,086

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,251,112

営業利益  238,973

Ⅳ 営業外収益  26,666

 受取利息及び配当金   2,943

 その他  23,723

Ⅴ 営業外費用  71,143

 支払利息   24,345

 手形売却損  21,351

 その他   25,447

経常利益  194,496

Ⅵ 特別利益  503

Ⅶ 特別損失  72

税金等調整前四半期純利益  194,927

税金費用  106,663

四半期純利益  88,263
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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      

税金等調整前四半期純利益   194,927

減価償却費  166,776

貸倒引当金の増加額  41,185

退職給付引当金の増加額   9,434

賞与引当金の減少額  △86,423

製品保証引当金の増加額   32,500

長期未払金の減少額  △12,600

受取利息及び受取配当金  △2,777

支払利息   24,345

売上債権の減少額   559,330

たな卸資産の増加額  △1,182,014

仕入債務の増加額   1,813,439

未収還付消費税等の増加額  △23,444

未払消費税等の減少額 △71,520

役員賞与の支払額  △27,300

その他   23,224

小計  1,459,081

利息及び配当金の受取額   2,655

利息の支払額  △20,676

法人税等の支払額  △271,660

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,169,400
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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）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金等の預入による支出  △18,960

有形固定資産の売却による収入   1,631

有形固定資産の取得による支出  △91,298

無形固定資産の取得による支出 △350

その他   5,382

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,594

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入金の返済による支出  △110,844

株式の発行による収入  253

自己株式の取得による支出  △259,290

配当金の支払額  △77,573

財務活動によるキャッシュ・フロー △447,454

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,082

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  620,434

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,088,625

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  2,709,059
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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） 

 当社グループは真空応用装置関連製品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する水晶デバイス製造装

置、光学用部品製造装置、電子部品製造装置等の開発、製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため該当事項はありません。 

  

  

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

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．国又は地域は、国別に区分しております。 

    ２．その他に属する主な国 

      タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、韓国等でありま 

            す。 

    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。 

  

  中国 台湾 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,676,779  935,036  1,064,913  3,676,729

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  7,719,542

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 21.7  12.1  13.8  47.6
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