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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 2,917 ― △135 ― △163 ― △262 ―
20年3月期第3四半期 4,346 △11.6 △25 ― △49 ― △12 ―

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 △52.11 ―
20年3月期第3四半期 △2.50 ―

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 3,510 1,614 46.0 324.02
20年3月期 5,013 1,947 38.8 383.08

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,614百万円 20年3月期  1,947百万円

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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  

（注）1株当り当期純利益の算定に当っては自己株式数を除いて計算しております。     

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 4,100 △35.1 △125 ― △200 ― △375 ― △75.25

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 
・ 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。 
・ 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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、4ページ 【定性的情報・財務諸表等】 「3. 連結業績予想に間する定性的情報」をご覧ください。  

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  5,184,000株 20年3月期  5,184,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  200,897株 20年3月期  99,566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  5,037,513株 20年3月期第3四半期  5,085,809株
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当社グループは、高付加価値商品の開発、製造、販売、サポート体制の強化を推し進めることにより、

継続的成長と収益力の向上に努めております。当第3四半期連結累計期間においては、電子部品・計測器

分野は、当初予想に沿って堅調に推移いたしました。しかしながら、理化学機器及び半導体製造装置分野

における顧客設備投資抑制等の影響により、当該部門及び海外子会社の業績が当初予想を下回りました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は2,917百万円(前年同期比32.9%減)となりまし

た。損益面におきましては、営業損失は135百万円(前年同期は営業損失25百万円)、経常損失は163百万円

(前年同期は経常損失49百万円)、四半期純損失は262百万円(前年同期は四半期純損失12百万円)となりま

した。 

  

事業の種類別セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

電子部品関係は高周波関連商品、特殊用途商品を中心に堅調に推移し、計測器関係においては無線

LANテスタ、自動チューナーシステム等の需要の増加が売上増に寄与したことなどにより、売上高は

1,327百万円(前年同期比22.5%増)、営業利益は232百万円(前年同期比46.9%増)となりました。 

科学機器関係はルビジウム周波数標準器、汎用測定器、赤外線カメラ等の販売が堅調に推移いたしま

したが、前年度における子会社テスコ社(非破壊検査装置販売)売却の影響で売上高の減少がありまし

た。ダイヤモンド成膜装置の売上は増加したものの、当初予想を下回りました。この結果、理化学機器

全体では、売上高は1,077百万円(前年同期比14.9%減)、営業利益は34百万円(前年同期比52.0%減)とな

りました。 

海外子会社による中古再生品を含む半導体製造装置の販売が顧客設備投資の抑制から低調に推移した

こと、並びに台湾子会社を前年度に解散したことにより、売上高は511百万円(前年同期比74.4%減)、営

業損失は50百万円(前年同期は営業利益76百万円)となりました。 

  

※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。従いまして、

当第3四半期連結累計期間の損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前

年同期比較に関する情報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3,510百万円であり、前年度末5,013百万円に比べ1,503百万

円減少いたしました。このうち、流動資産は1,402百万円減少の3,109百万円、固定資産は100百万円

減少の401百万円でした。流動資産の減少は主として、現金及び預金の減少425百万円、受取手形及び

売掛金の減少831百万円によるものであります。固定資産の減少は投資有価証券の評価替等による減

少61百万円や有形固定資産の減価償却等による減少31百万円によるものであります。 

 当第3四半期連結会計期間末の負債は1,895百万円であり、前年度末3,066百万円に比べ1,170百万円

【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

① 電子部品・計測器

② 理化学機器

③ 半導体製造装置

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（1） 財政状態

（総資産）

（負債）
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減少いたしました。これは買掛金603百万円の減少及び有利子負債を492百万円削減したことによるも

のであります。 

当第3四半期連結会計期間末の純資産は1,614百万円であり、前年度末1,947百万円に比べ333百万円

減少いたしました。これは、当第3四半期連結累計期間における四半期純損失262百万円及び自己株式

の取得11百万円等に伴う株主資本の減少282百万円の他、為替や株式の市場価格変動による評価・換

算差額等の50百万円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の現金及び現金同等物は、前年度末の2,111百万円から425百万円減少

し、1,685百万円となりました。 

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純

損失148百万円、仕入債務の減少による487百万円減少に対し、売上債権の減少による738百万円増加

等により102百万円の収入となりました。 

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、長期貸付金の回収によ

る収入13百万円がありましたが、有形固定資産取得による支出10百万円等の結果、僅少額の収入とな

りました。 

当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額

230百万円、長期借入金の返済162百万円、社債の償還による支出100百万円等により505百万円の支出

となりました。  

  

以上の活動の結果及び為替レートの変動が海外の子会社の現金及び現金同等物の円換算に与えた影響

により、連結キャッシュ・フローは425百万円のマイナスとなりました。 

  
  

世界経済の急速な減速により、当社の主力事業であるエレクトロニクスの市場環境も 終製品の需要低

迷により急速に悪化しております。電子部品・計測器分野におきましては当初予想に沿って堅調に推移し

ているものの、市場環境の悪化による半導体製造関連の設備投資の凍結や延期等のため、当社半導体製造

装置事業の売上が大幅に予想を下回る見通しとなりました。さらに、理化学機器分野においても、当初予

想を下回る見込みです。 

また、当第3四半期末において、繰延税金資産の取崩しを実施しており、これらの結果、平成21年3月期

連結業績につきましては、平成21年2月10日に修正発表を行い、売上高4,100百万円、営業損失125百万

円、経常損失200百万円、当期純損失375百万円としております。 

引き続き、電子部品・計測器及び理化学機器分野における事業拡大と海外半導体製造装置事業の見直し

を図り業績の改善に努めてまいります。 

  

（純資産）

（2） キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

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。 

  

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出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行っており

ます。  

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。  

 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、または、一

時差異等の発生状況に著しい変化が認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングに当該変化の影響を加味したものを利用する方法により算定し

ております。 

該当事項はありません。 

  

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。 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)

を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。  

 これによる当第3四半期連結累計期間における営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に

与える影響はありません。 

「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」（企業会計基準委員会

平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を第1四半期連結会計期間から適用しております。これによ

る当第3四半期連結累計期間における営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響

はありません。 

「リ－ス取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 終改正平成19年3月30

日 企業会計基準第13号）及び「リ－ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平

成6年1月18日 終改正 平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第1四半期連結会計期

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

 ①簡便な会計処理

ⅰ) 棚卸資産の評価方法

ⅱ）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

 ② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

(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

 ② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

 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

④ リ－ス取引に関する会計基準の適用
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間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リ－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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リ－ス資産として計

上しております。 

 また、リ－ス資産の減価償却の方法については、リ－ス期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法を採用しております。  

 なお、リ－ス取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リ－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における営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に

与える影響は軽微であります。 
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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 1,685,737 2,111,552

受取手形及び売掛金 609,141 1,440,526

商品及び製品 455,180 401,815

仕掛品 7,017 116,579

原材料及び貯蔵品 113,664 106,630

その他 255,394 362,923

貸倒引当金 △16,808 △27,713

流動資産合計 3,109,326 4,512,314

固定資産   

有形固定資産 188,710 219,716

無形固定資産 5,176 5,781

投資その他の資産   

投資有価証券 154,850 215,991

その他 99,733 125,208

貸倒引当金 △47,441 △65,091

投資その他の資産合計 207,142 276,108

固定資産合計 401,029 501,606

資産合計 3,510,356 5,013,921
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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   

買掛金 360,082 963,836

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

短期借入金 246,400 476,400

前受金 142,904 211,840

その他 207,252 171,741

流動負債合計 1,156,638 2,023,818

固定負債   

社債 220,000 320,000

長期借入金 114,900 277,200

退職給付引当金 340,934 343,687

役員退職慰労引当金 59,213 68,018

その他 4,039 33,470

固定負債合計 739,087 1,042,376

負債合計 1,895,725 3,066,194

純資産の部   

株主資本   

資本金 913,400 913,400

資本剰余金 821,903 821,903

利益剰余金 △46,850 224,392

自己株式 △28,690 △17,005

株主資本合計 1,659,762 1,942,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,157 32,445

繰延ヘッジ損益 △68,838 △42,385

為替換算調整勘定 22,549 14,975

評価・換算差額等合計 △45,132 5,036

純資産合計 1,614,630 1,947,726

負債純資産合計 3,510,356 5,013,921
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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 2,917,300

売上原価 2,014,457

売上総利益 902,842

販売費及び一般管理費 1,038,554

営業損失（△） △135,711

営業外収益  

受取利息 6,308

受取配当金 2,978

受取保険金 3,300

その他 3,019

営業外収益合計 15,606

営業外費用  

支払利息 13,589

支払手数料 1,580

支払保証料 3,814

為替差損 22,152

その他 2,333

営業外費用合計 43,470

経常損失（△） △163,576

特別利益  

貸倒引当金戻入額 29,485

固定資産売却益 203

特別利益合計 29,688

特別損失  

投資有価証券評価損 12,240

関係会社清算損 2,360

固定資産除却損 57

特別損失合計 14,659

税金等調整前四半期純損失（△） △148,546

法人税、住民税及び事業税 3,425

法人税等調整額 110,513

法人税等合計 113,939

四半期純損失（△） △262,486
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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（△） △148,546

減価償却費 49,634

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,554

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,752

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,805

受取利息及び受取配当金 △9,286

支払利息 13,589

関係会社清算損益（△は益） 2,360

投資有価証券評価損益（△は益） 12,240

固定資産売却損益（△は益） △203

固定資産除却損 57

売上債権の増減額（△は増加） 738,776

未収入金の増減額（△は増加） △45,457

たな卸資産の増減額（△は増加） 38,915

仕入債務の増減額（△は減少） △487,956

その他 △11,644

小計 112,365

利息及び配当金の受取額 9,291

利息の支払額 △13,148

法人税等の支払額 △6,241

営業活動によるキャッシュ・フロー 102,267

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △3,862

長期貸付金の回収による収入 13,429

有形固定資産の取得による支出 △10,267

有形固定資産の売却による収入 230

その他 880

投資活動によるキャッシュ・フロー 409

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） △230,000

長期借入金の返済による支出 △162,300

社債の償還による支出 △100,000

リース債務の返済による支出 △1,140

自己株式の取得による支出 △11,684

配当金の支払額 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △505,134
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（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 △23,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △425,814

現金及び現金同等物の期首残高 2,111,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,685,737
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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。 

  

 
  

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な品目 

 
  

(注) １ 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は次のとおりであります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

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）

 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）

電子部品 
・計測器 
(千円)

理化学
機器 
(千円)

半導体
製造装置 
(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

1,327,771 1,077,773 511,756 2,917,300 ― 2,917,300

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 1,327,771 1,077,773 511,756 2,917,300 ― 2,917,300

  営業利益又は 
  営業損失(△)

232,851 34,984 △50,354 217,481 (353,193) △135,711

       (1) 電子部品・計測器・・・高周波関連部品、無線LANテスタ、その他

       (2) 理化学機器・・・マイクロ波プラズマCVDダイヤモンド成膜装置、分光分析機器、その他

       (3) 半導体製造装置・・・薄膜用メッキ装置、再生半導体製造装置、その他

【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）

日本 
(千円)

北米
(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

2,255,866 162,965 498,468 2,917,300 ― 2,917,300

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

128,051 1,454,436 4,561 1,587,049 (1,587,049) ―

計 2,383,917 1,617,402 503,030 4,504,350 (1,587,049) 2,917,300

  営業利益又は 
  営業損失(△)

317,181 △29,644 △49,897 237,639 (373,351) △135,711

   (1) 北米……米国
   (2) アジア……シンガポール、中国他
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(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 各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。 

  北米 ……アメリカ、カナダ 

  その他……ヨーロッパ、その他 

    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 従来、その他の地域に含めておりました北米への売上高は、その重要性が増したため当第3四半期連結累計期 

        間より表示しております。 

  

  

当社は平成20年8月28日に株式会社ジャスダック証券取引所の固定価格取引による買付方法により自
己株式100,000株を11,500,000円にて取得いたしました。 

  

【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）

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 706,160 146,083 19,915 872,159

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,917,300

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合(％)

24.2 5.0 0.7 29.9

     アジア……シンガポール、中国他

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

-12-

セキテクノトロン㈱（7457）　平成21年3月期第3四半期決算短信



 

「参考資料」

前四半期にかかる連結財務諸表等

 (1)四半期連結損益計算書

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(千円)

Ⅰ 売上高 4,346,933

Ⅱ 売上原価 3,168,694

   売上総利益 1,178,238

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,204,110

   営業損失（△） △25,872

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 11,817

 ２ 受取配当金 4,018

 ３ 受取手数料 14,134

 ４ その他 8,025 37,995

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 23,832

 ２ 為替差損 22,262

 ３ その他 15,098 61,194

   経常損失（△） △49,070

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 59,347

 ２ 投資有価証券売却益 34,526

 ３ 固定資産売却益 220 94,094

Ⅶ 特別損失

 １ 関係会社株式売却損 25,225

 ２ 固定資産除却損 116

 ３ 投資有価証券評価損 1,591 26,933

   税金等調整前四半期純利益 18,090

   税金費用 30,804

   四半期純損失（△） △12,713
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 (2)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

(自 平成19年４月１日

   至 平成19年12月31日）

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 18,090

   減価償却費 50,368

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △59,356

   退職給付引当金の増減額(△は減少) △29,372

   役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 2,830

   受取利息及び受取配当金 △15,836

   支払利息 23,832

   投資有価証券売却益 △34,526

   投資有価証券評価損 1,591

   関係会社株式売却損 25,225

   固定資産売却益 △220

   固定資産除却損 116

   売上債権の増減額(△は増加) 858,478

   たな卸資産の増減額(△は増加) △235,747

   仕入債務の増減額(△は減少) 640,280

   その他流動資産の増減額(△は増加) △86,215

   その他固定資産の増減額(△は増加) 632

   その他流動負債の増減額(△は減少) 9,940

    小計 1,170,110

   利息及び配当金の受取額 15,836

   利息の支払額 △29,570

   法人税等の支払額 △18,542

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,137,833

Ⅱ 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 △6,017

   投資有価証券の取得による支出 △8,770

   投資有価証券の売却による収入 60,696

   連結範囲の変更に伴う子会社株式の売却によ 

   る収入
161,201

   長期貸付金の回収による収入 54,217

   有形固定資産の取得による支出 △61,155

   有形固定資産の売却による収入 272

   その他投資等の増減額(△は増加) △3,468

   投資活動によるキャッシュ・フロー 196,976

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(△は減少) △1,259,630

   長期借入金の返済による支出 △162,300

   社債の償還による支出 △260,000

   自己株式の取得による支出 △256

   配当金の支払額 △133

   財務活動によるキャッシュ・フロー △1,682,320

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,959

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △349,470

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,891,613

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,542,143
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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 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

     ２ 各区分の主な品目 

      (1) 電子部品・計測器・・・高周波関連部品、無線LANテスタ、その他 

      (2) 理化学機器・・・マイクロ波プラズマCVDダイヤモンド成膜装置、分光分析機器、その他 

      (3) 半導体製造装置・・・薄膜用メッキ装置、再生半導体製造装置、その他 
  

  

電子部品 
・計測器 
(千円)

理化学
機器 
(千円)

半導体
製造装置 
(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

1,083,487 1,266,151 1,997,294 4,346,933 ― 4,346,933

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 1,083,487 1,266,151 1,997,294 4,346,933 ― 4,346,933

  営業利益又は 
  営業損失（△）

158,470 72,949 76,997 308,417 (334,289) △25,872
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