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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 2,023 ― 220 ― 224 ― 119 ―

20年3月期第3四半期 2,235 △0.2 312 2.5 303 1.2 170 13.4

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 14.96 ―

20年3月期第3四半期 21.31 ―

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 3,965 2,544 64.2 317.24
20年3月期 4,115 2,507 60.9 312.67

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,544百万円 20年3月期  2,507百万円

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
21年3月期 ― 2.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 4.00

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 2,608 △13.6 160 △64.9 162 △63.1 84 △64.6 10.51

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．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．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  8,285,000株 20年3月期  8,285,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  264,677株 20年3月期  263,900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  8,020,487株 20年3月期第3四半期  8,018,264株



当第３四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機と景気減速の負の連鎖が鮮明となり、各国の金
融・景気対策、原油を始め資源の大幅な価格調整にも係わらず、円高の進行が追い討ちをかけ、需要は急
激に減退し、自動車産業を始め輸出関連企業を中心に雇用調整が深刻な問題となり、需要の減退に拍車を
かける悪循環に陥り、企業を取り巻く環境は急速に悪化いたしました。 
当業界におきましては、国内外の景気減速が深刻化する環境下、民間設備投資の停滞、生産・在庫の調

整により、需要は大きく減退いたしました。 
このような環境下で、当社グループは、急激な需要の減退に対応し、生産面では、緊急生産調整を行う

と共に、人員配置の見直し等生産体制の再構築、アウトソーシングの活用等迅速に対応し、販売面では、
より顧客密着営業を実現するため、営業をより顧客に近く配置するサテライト化と共に営業拠点のブロッ
ク化を推進し、営業所の統廃合、業務の集約化による固定費の削減に取り組みました。 
この結果、当第３四半期の業績につきましては、連結売上高は2,023,940千円となり、連結経常利益は

224,063千円、連結四半期純利益は119,994千円となりました。 
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 
大幅な需要増があった前年同期に対し受注が減少したことにより、売上高は、1,895,159千円となりま

した。営業利益については、売上高の大幅な減少により、185,159千円となりました。 
② 韓国 
売上高は、半導体市場の受注減もあり195,995千円となりました。営業利益については、18,024千円と

なりました。 
③ その他 
売上高は、中国市場における販売増などにより92,153千円となりました。営業利益については、22,944

千円となりました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末において、流動資産は前連結会計年度末に比べ139,804千円減少し、
1,729,059千円となりました。これは主として現金及び預金が88,619千円、たな卸資産が71,524千円増
加したのに対し、受取手形及び売掛金が107,995千円、有価証券が202,386千円減少したことによりま
す。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて9,358千円減少し、2,236,918千円となりました。これは主と

して有形固定資産が76,635千円減少したのに対し、投資その他の資産が57,944千円増加したことにより
ます。 
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ149,163千円減少し、3,965,977千円となりました。
流動負債は、172,148千円減少し、653,290千円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が

14,409千円、賞与引当金が59,344千円、未払法人税等が139,364千円減少したことによります。 
固定負債は13,418千円減少し、768,312千円となりました。これは主として長期借入金が24,204千円

減少したことによります。 
この結果、負債合計は、185,567千円減少し、1,421,602千円となりました。 
純資産は、前連結会計年度末に比べて36,403千円増加し2,544,374千円となりました。これは主とし

て利益剰余金が67,858千円増加し、評価・換算差額合計が31,260千円減少したことによります。 
その結果、自己資本比率は64.2％となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末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
末に比べ63,330千円増加し、363,449千円となりました。各キャッシュフローの状況は、以下のとおり
であります。 

① 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202,061千円に加え、減価償却費142,736千円、売上債権の減少額98,412
千円等の増加要因に対し、賞与引当金の減少額59,365千円、法人税等の支払額234,379千円等の減少
要因により91,574千円の資金収入となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 
有価証券の償還による収入352,737千円の増加要因に対し、有価証券の取得による支出150,000千

円、有形固定資産の取得による支出62,385千円等の減少要因により52,143千円の資金収入となりまし
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



  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入200,000千円の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出219,727千円、
配当金の支払額49,674千円等の減少要因により69,595千円の資金支出となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、平成20年10月28日に業績予想の変更に関するお知らせにおいて公表い
たしました連結業績予想から変更はありません。 
 今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示してまいります。 

  
  

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棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第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。 
たな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

積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

②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 

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、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
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14
日 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」(企業会計基準委員会
平成19年３月14日 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」（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。 

  なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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」（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、連結決算上必要な
修正を行っております。 

  なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

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



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 423,138 334,519

受取手形及び売掛金 831,561 939,557

有価証券 － 202,386

製品 211,251 172,693

仕掛品 70,013 70,164

原材料 129,015 95,897

繰延税金資産 － 29,477

その他 64,235 24,441

貸倒引当金 △157 △273

流動資産合計 1,729,059 1,868,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,233,136 1,228,679

減価償却累計額 △428,497 △388,479

建物及び構築物（純額） 804,638 840,200

機械装置及び運搬具 532,082 515,715

減価償却累計額 △342,160 △312,078

機械装置及び運搬具（純額） 189,922 203,637

土地 713,742 731,399

その他 338,898 309,998

減価償却累計額 △267,823 △229,222

その他（純額） 71,075 80,776

有形固定資産合計 1,779,377 1,856,013

無形固定資産 93,988 84,655

投資その他の資産   

投資有価証券 127,604 125,969

繰延税金資産 55,547 46,868

その他 180,400 132,768

投資その他の資産合計 363,551 305,607

固定資産合計 2,236,918 2,246,276

資産合計 3,965,977 4,115,140



（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 117,392 131,801

1年内返済予定の長期借入金 306,337 301,860

未払法人税等 2,416 141,781

賞与引当金 1,070 60,414

その他 226,073 189,581

流動負債合計 653,290 825,439

固定負債   

長期借入金 627,096 651,300

退職給付引当金 110,232 99,596

その他 30,984 30,834

固定負債合計 768,312 781,730

負債合計 1,421,602 1,607,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 748,125 748,125

資本剰余金 945,766 945,766

利益剰余金 889,551 821,692

自己株式 △43,957 △43,763

株主資本合計 2,539,484 2,471,820

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,668 28,224

為替換算調整勘定 △15,778 7,926

評価・換算差額等合計 4,889 36,150

純資産合計 2,544,374 2,507,970

負債純資産合計 3,965,977 4,115,140



(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 2,023,940

売上原価 939,407

売上総利益 1,084,533

販売費及び一般管理費 863,919

営業利益 220,613

営業外収益  

受取利息 1,076

受取配当金 2,197

受取地代家賃 1,385

受取保険金 3,193

助成金収入 12,328

その他 3,531

営業外収益合計 23,711

営業外費用  

支払利息 11,148

売上割引 172

為替差損 7,901

その他 1,041

営業外費用合計 20,262

経常利益 224,063

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除却損 1,711

減損損失 2,576

災害による損失 2,637

事務所移転費用 15,075

特別損失合計 22,001

税金等調整前四半期純利益 202,061

法人税、住民税及び事業税 66,521

法人税等還付税額 △13,149

法人税等調整額 28,694

法人税等合計 82,066

四半期純利益 119,994



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 540,671

売上原価 258,060

売上総利益 282,610

販売費及び一般管理費 260,685

営業利益 21,924

営業外収益  

受取利息 563

受取配当金 43

受取地代家賃 478

受取保険金 3,193

その他 1,395

営業外収益合計 5,674

営業外費用  

支払利息 3,875

売上割引 26

為替差損 3,769

その他 186

営業外費用合計 7,858

経常利益 19,740

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除却損 1,604

減損損失 2,576

災害による損失 240

事務所移転費用 15,075

特別損失合計 19,497

税金等調整前四半期純利益 243

法人税、住民税及び事業税 △14,838

法人税等還付税額 △13,149

法人税等調整額 23,769

法人税等合計 △4,218

四半期純利益 4,461



(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 202,061

減価償却費 142,736

固定資産除却損 1,711

減損損失 2,576

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,365

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,397

受取利息及び受取配当金 △3,273

支払利息 11,148

売上債権の増減額（△は増加） 98,412

仕入債務の増減額（△は減少） △2,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,271

未払金の増減額（△は減少） 16,412

その他 △24,352

小計 316,978

利息及び配当金の受取額 3,273

利息の支払額 △10,527

法人税等の還付額 16,228

法人税等の支払額 △234,379

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,574

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 △52,502

定期預金の払戻による収入 21,936

有価証券の取得による支出 △150,000

有価証券の償還による収入 352,737

投資有価証券の取得による支出 △3,600

有形固定資産の取得による支出 △62,385

無形固定資産の取得による支出 △28,004

長期貸付けによる支出 △15,000

子会社株式の取得による支出 △11,037

投資活動によるキャッシュ・フロー 52,143

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △219,727

自己株式の取得による支出 △194

配当金の支払額 △49,674

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,595

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,330

現金及び現金同等物の期首残高 300,118

現金及び現金同等物の四半期末残高 363,449



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機器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真空機器及び真空

機器関連製品等の製造、国内外での販売を行っており、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。 

  

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） 国又は地域は、国ごとに区分しております。  

  

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、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、台湾、中国、シンガポール 

   北米・・・・・・米国 

   その他の地域・・上記以外の国 

 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。 

  

該当事項はありません。 

(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】

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(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

1,746,412 193,679 83,848 2,023,940 ― 2,023,940

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

148,746 2,316 8,305 159,368 (159,368) ―

計 1,895,159 195,995 92,153 2,183,309 (159,368) 2,023,940

営業利益 185,159 18,024 22,944 226,128 (5,515) 220,613

【海外売上高】

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 471,451 63,066 34,964 569,482

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 2,023,940

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.3 3.1 1.7 28.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記




