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1.  平成21年8月期第2四半期の業績（平成20年9月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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8月期第2四半期 1,298 ― △184 ― △122 ― △242 ―
20年8月期第2四半期 420 △35.6 △29 ― △36 ― △23 ―

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8月期第2四半期 △13,125.62 ―
20年8月期第2四半期 △1,259.15 ―

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8月期第2四半期 4,416 1,079 24.4 58,349.66
20年8月期 4,317 1,328 30.8 71,792.76

（参考） 自己資本   21年8月期第2四半期  1,079百万円 20年8月期  1,322百万円

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8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年8月期 ― 0.00
21年8月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 2,030 73.5 △440 ― △380 ― △500 ― △27,001.88
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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8月期第2四半期 18,506株 20年8月期  18,506株
② 期末自己株式数 21年8月期第2四半期  ―株 20年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第2四半期 18,506株 20年8月期第2四半期 18,496株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。 
 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、生産と輸出及び企業収益が大幅に減少するなど、景気は全般的に厳

しさを増している状況にあります。特に製造業におきましては、企業の設備投資が急減した他、自動車や半導体・液

晶等の分野において急激な在庫調整の影響で、稼働停止に近い工場も出るなど非常に厳しい状況が続いております。

太陽電池業界は、欧州の政策需要の高まりや米国のグリーン・ニューディール政策、また、わが国政府の環境関連

追加経済政策などにより注目を浴びております。しかしながら、短期的にはスペイン向けの特殊需要が収束した他、

金融危機の影響で中国を中心に資金調達に問題があるメーカーの設備投資計画において延期・縮小する動きが出てお

ります。液晶パネル業界では、需要減少の影響で積みあがった在庫を抑制するために設備稼動を大きく減少させた

他、設備投資の一時中断や規模縮小及び延期が行われている状況です。半導体業界では、パソコンやデジタル家電の

需要不振によってDRAMやフラッシュメモリなどの価格下落が顕著となった他、在庫調整のために需要減少を大幅に下

回る生産調整が行われております。 

このような経済環境の中、当社においては、装置組立事業の太陽電池分野では今期より製造装置出荷が始まり、若

干の計画遅れはありましたが順調な出荷が続いておりました。しかしながら、金融危機の影響で新規受注が停止し、

中国のエンドユーザー向け案件で大型のキャンセルが発生するなど大幅な変動が起こりました。液晶分野では、国内

液晶パネルメーカー向けの第10世代ガラス基板の製造装置の受注と生産が進みました。 

精密切削加工事業の太陽電池分野では、既存顧客の太陽電池パネルメーカー向けの装置部品が予定程度出荷できま

した。また、太陽電池分野としては新規となる顧客から試作品の受注が増加し始めました。液晶分野では、今期より

新たに加わった新規顧客も含め第10世代ガラス基板向けの製造装置部品の生産が高水準で推移しました。半導体分野

では、在庫調整の影響もあり売上が急激に減少しました。 

売上高につきましては、当期より装置組立事業の売上高を計上した事と、液晶製造装置業界の市況好転を受けて、

対前年同四半期比で３倍強の売上計上となりました。 

利益面につきましては、売上高の約53％を占める装置組立事業において、初号機組立にかかる立ち上げ費用が発生

したことと、急激な円高によって、円安時に購入した海外購入部材で棚卸し評価損が発生すると共に製品原価を押し

上げた他、実質的な受注額減少が利益を圧迫しました。また、昨年秋以降の景気後退局面を受け、減損会計を適用

し、当社の保有する土地建物や機械設備等の固定資産につきまして、事業所および個別設備毎に将来の回収可能性と

時価評価値の精査を行った結果、固定資産の減損損失(特別損失)を159百万円計上いたました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は1,298百万円(対前年同四半期増減率208.8％)、営業損失は

184百万円(前年同四半期の営業利益は72百万円)、経常損失は122百万円(前年同四半期の経常損失は36百万円)、四半

期純損失242百万円(前年同四半期純損失は23百万円)となりました。 

（注）当四半期累計期間と前年同四半期累計期間では適用される会計基準が異なっておりますが、参考情報として対

前年同四半期増減率を記載しております。 

  

 (１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、4,416百万円となり、前期末比99百万円の増加となりました。その主

な要因は、有形固定資産の増加額79百万円であります。有形固定資産では、熊本事業所切削加工工場に関わる設備

その他を取得し494百万円増加いたしまたが、減価償却費257百万円の計上と、当第２四半期会計期間において減損

損失を158百万円計上したことにより79百万円の増加となりました。 

 負債の部は前期末比348百万円増加し3,337百万円となりました。なお、有利子負債は前期末比593百万円増加し

2,908百万円となりました。 

 純資産は当第２四半期累計期間において四半期純損失となったため、前期末比242百万円減の1,079百万円とな

り、自己資本比率は24.4％となりました。 

(２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期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、前事業年度末と比べ44百万円減

少し、297百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により減少した資金は、49百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失275百万円、売上債権

の増加額281百万円、仕入債務の減少額41百万円、受注損失引当金の減少額25百万円、利息の支払い額22百万円及び

法人税等の支払額43百万円による減少と減価償却費259百万円、減損損失159百万円、たな卸資産の減少額70百万円及

び未収消費税等の減少額28百万円による増加の結果であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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投資活動により減少した資金は、582百万円となりました。これは主に、熊本事業所の加工工場増設に伴う建物及

び機械装置等及び本社土地等の有形固定資産の取得による支出578百万円及びソフトウエア等の無形固定資産の取得

による支出４百万円の結果であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により増加した資金は、591百万円となりました。これは主に、装置組立事業の運転資金のための短期借

入金の調達626百万円と熊本事業所の設備資金のための長期借入金の調達380百万円による増加と短期借入金の返済

241百万円、長期借入金の返済172百万円及びファイナンス・リース債務の返済１百万円による減少の結果でありま

す。 

  

平成21年８月期（平成20年９月１日～平成21年８月31日）の業績予想につきましては、平成20年10月８日付当社

「平成20年８月期 決算短信（非連結）」にて発表いたしました業績予想を、平成21年４月８日に修正いたしまし

た。 

今後の見通しにつきましては、当社顧客への調査等から、次のような予測を立てております。 

太陽電池分野におきましては、金融危機の影響がしばらく残ることと、スペイン特需剥落の影響で短期的には低調

に推移すると考えております。また、当社の強みがある薄膜系太陽電池製造装置の本格的な需要回復は、各国政策の

効果を織込まずに、来期下期と予想しています。 

液晶分野におきましては、低迷していた液晶パネル需要が、中国向けを中心に急速に持ち直し、日本、韓国、台湾

の各メーカー共に高い稼働率に戻っている模様です。また、2011年地デジ対応に向けて需給バランスが改善される見

込みであることから、延期や縮小されていた計画が再始動し始めた他、計画前倒しや新規の設備投資計画が出始めて

いる模様です。 

半導体分野におきましては、半導体メーカーの需要減少による在庫調整に関連した大幅減産は峠を越え復調傾向に

あります。しかしながら2010年３月までは各メーカーの設備投資は低調な模様で、消耗品需要は先行して回復しなが

らも新規の設備投資回復までは時間がかかる見通しを持っております。 

これらの状況から、太陽電池分野では、装置組立の受注は2009年秋ごろまで低調に推移し、精密切削加工事業にお

きましても足元は低調な推移ですが、新規顧客からの受注が当期下期から増加傾向と見込まれております。 

液晶分野におきましても、足元では国内の液晶パネルメーカー向けの第10世代製造装置の装置組立および部品生産

が続きますが、当期内の当社工場稼働率全体を押し上げるほどではありません。しかしながら、液晶消耗品の需要が

急回復している他、中断していた設備投資の再稼動と前倒しや中国向け第６世代投資案件等の新規計画が出始めてお

ります。また、来期第２四半期以降に台湾および韓国向けで第８世代の複数計画がある他、第10世代超となる最大世

代案件が予定されております。さらには当期から取引が始まった新規顧客に対しての受注が拡大する方向であるな

ど、装置業界内でのシェア拡大が進んでいることから液晶分野の復調に合わせて急回復の見通しを持っております。

半導体分野の受注につきましては、消耗品需要の回復に伴って期末にかけて緩やかに上昇しながらも低調で、本格的

な回復は2010年4月程度まで長引く可能性も大きいと考えております。 

全般的には、受注の最悪期は2009年３月までであり、今後回復基調で、当下期以降に液晶分野を中心にした急回復

の見通しもありますが、当期内の売上高は黒字回復までには至らない見通しです。 

費用面につきましては、平成21年４月８日に公表いたしました「平成21 年８月期 経営改善計画の策定に関するお

知らせ」に記載いたしましたように、生産管理の強化による原価低減と人件費削減および、当期末に行った固定資産

の減損処理による減価償却負担減少等の固定費圧縮を織り込んでいます。 

以上の状況から、平成21年８月期通期業績の見通しにつきましては、売上高は2,030百万円(対前期増減率

73.5％)、営業損失は440百万円(前期の営業損失は39百万円)、経常損失は380百万円(前期の経常損失は65百万円)、

当期純損失は500百万円(前期の当期純利益は7百万円)を予想しております。 

なお、当社では、事業環境がおおきく変化していることから、中期事業計画の改定作業を行っております。新たな

中期事業計画につきましては、現時点において適切な中期の予想値を算出することは極めて困難であると判断してい

ることから、発表時期は未定とし、市場変動による数値計画根拠が明確になり次第公表させていただきたいと考えて

おります。 

  

① 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において

算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積額を算定しております。 

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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・棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を実施せず、前事業年度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。 

・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事業年度に係わる減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

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」等の適用 

当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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、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。これによる、損益に与える影響はありません。 

③「リース取引に関する会計基準」等の適用 

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日以後開始する事業年度に係る四半期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適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナン・リースについては、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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 297,480 342,471

受取手形及び売掛金 ※3  848,763 ※3  567,102

製品 9,522 13,764

原材料 520 1,841

未着原材料 45,702 25,720

仕掛品 334,346 419,384

その他 62,285 204,305

貸倒引当金 △783 △364

流動資産合計 1,597,838 1,574,226

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※2  745,846 ※2  669,339

構築物（純額） ※2  39,969 ※2  44,692

機械及び装置（純額） ※2  1,280,844 ※2  1,317,639

車両運搬具（純額） 12,841 14,075

工具、器具及び備品（純額） 12,390 13,658

土地 ※2  520,338 ※2  487,284

リース資産（純額） 26,808 －

建設仮勘定 164,165 177,306

有形固定資産合計 ※1  2,803,204 ※1  2,723,996

無形固定資産 14,942 15,688

投資その他の資産 ※6  945 3,524

固定資産合計 2,819,093 2,743,209

資産合計 4,416,931 4,317,436

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 307,343 348,853

短期借入金 ※2  586,072 200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  357,220 ※2  319,216

未払法人税等 4,028 45,546

賞与引当金 － 6,000

受注損失引当金 7,000 32,000

その他 81,959 189,605

流動負債合計 1,343,624 1,141,221

固定負債   

長期借入金 ※2  1,964,822 ※2  1,795,102

その他 28,666 52,516

固定負債合計 1,993,488 1,847,618

負債合計 3,337,112 2,988,839
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 507,400 507,400

資本剰余金 497,400 497,400

利益剰余金 75,018 317,921

株主資本合計 1,079,818 1,322,721

新株予約権 － 5,875

純資産合計 1,079,818 1,328,596

負債純資産合計 4,416,931 4,317,436
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 1,298,914

売上原価 1,365,058

売上総損失（△） △66,143

販売費及び一般管理費 ※1  118,135

営業損失（△） △184,279

営業外収益  

受取利息 222

為替差益 79,194

助成金収入 3,902

その他 3,737

営業外収益合計 87,056

営業外費用  

支払利息 21,424

その他 3,359

営業外費用合計 24,783

経常損失（△） △122,006

特別利益  

新株予約権戻入益 5,875

特別利益合計 5,875

特別損失  

減損損失 ※2  159,196

特別損失合計 159,196

税引前四半期純損失（△） △275,327

法人税、住民税及び事業税 2,154

法人税等還付税額 △1,167

法人税等調整額 △33,412

法人税等合計 △32,425

四半期純損失（△） △242,902
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 804,309

売上原価 812,365

売上総損失（△） △8,056

販売費及び一般管理費 ※1  47,451

営業損失（△） △55,507

営業外収益  

受取利息 189

為替差益 28,296

助成金収入 3,902

その他 1,659

営業外収益合計 34,048

営業外費用  

支払利息 12,839

その他 2,982

営業外費用合計 15,821

経常損失（△） △37,281

特別利益  

新株予約権戻入益 5,875

特別利益合計 5,875

特別損失  

減損損失 ※2  159,196

特別損失合計 159,196

税引前四半期純損失（△） △190,602

法人税、住民税及び事業税 1,093

法人税等調整額 △1,449

法人税等合計 △356

四半期純損失（△） △190,246
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △275,327

減価償却費 259,666

減損損失 159,196

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,019

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △25,000

新株予約権戻入益 △5,875

受取利息及び受取配当金 △222

支払利息 21,424

為替差損益（△は益） 5,819

売上債権の増減額（△は増加） △281,661

たな卸資産の増減額（△は増加） 70,619

仕入債務の増減額（△は減少） △41,509

未収消費税等の増減額（△は増加） 28,677

その他 100,854

小計 13,681

利息及び配当金の受取額 241

利息の支払額 △22,047

法人税等の還付額 2,274

法人税等の支払額 △43,261

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,111

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 △578,046

無形固定資産の取得による支出 △4,942

従業員に対する貸付金の回収による収入 724

投資活動によるキャッシュ・フロー △582,264

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 626,230

短期借入金の返済による支出 △241,002

長期借入れによる収入 380,000

長期借入金の返済による支出 △172,276

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,593

財務活動によるキャッシュ・フロー 591,358

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,990

現金及び現金同等物の期首残高 342,471

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  297,480
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

当社は、前事業年度において39,864千円の営業損失を計上しており、当第２四半期累計期間においても

184,279千円の営業損失を計上するとともに242,902千円の四半期純損失を計上しました。 

これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる状況が存在しております。 

当社は、このような状況を解消すべく以下の基本方針のもと経営改善に取り組んでおります。 

１．人件費等経費の削減による固定費の圧縮 

当社の常勤取締役の役員報酬は業績連動部分と固定報酬部分で構成されていますが、当面厳しい業績が

続くことを考慮し、業績連動による減額に加えて平成21年2月分から固定報酬部分を11％～14％カットして

おり、全額固定報酬の監査役及び非常勤取締役の役員報酬についても5％～10％カットしました。 

また、従業員給与についても役職者は平成21年2月分から、それ以外の従業員は平成21年3月分から6％～

10％の給与カットを実施しております。さらにパートタイム労働者の就業時間の短縮制限や従業員賞与カ

ットを実施することを決定しております。 

以上の結果、主要な固定費である人件費等を圧縮します。 

２．生産管理の強化による原価低減 

装置組立事業の粗利率を改善するための組立部品の内製化を推進するとともに購買管理を強化すること

によって、外部調達部品の調達ルートの拡大やコスト低減交渉を積極的に実施し、装置組立部品のコスト

低減を図ってまいります。 

さらに、切削加工事業部等の余剰人員を装置組立事業部に一時的に配置転換することにより装置組立生

産において発生していた派遣人件費や組立外注費の削減を図ります。 

また、切削加工事業の粗利率を改善するため、切削不良発生事案のデータベースを活用し、取締役社長

の直接監督のもと切削不良の主な発生原因に対する改善を徹底することにより、ここ数年増加傾向の切削

不良の発生を防止してまいります。 

３．営業力の強化と情報のデータベース管理の強化 

新規顧客開拓に注力するために営業担当取締役を関東事業所に常駐させるとともに社内人員の異動によ

り営業部門の陣容を増強して新規顧客の多い関東地区における営業活動を強化いたします。 

また、装置組立事業の顧客対応に集中していた人的資源を精密切削加工事業部門の営業活動に再配分す

ることにより本業強化の方針を明確にします。 

なお、全社の営業情報はデータベースにより一元管理し、全社で情報共有しながら営業進捗管理を行い

ます。 

４．長期運転資金の調達による手許流動性の確保 

平成21年3月30日に株式会社日本政策金融公庫から長期運転資金として4億円を借入れにより調達し、当

面の手許流動性を確保しました。 

当社は、以上の基本方針に基づく経営改善策を確実に遂行することにより収益力の強化と財務健全性の向上

を図るとともに取引金融機関との良好な関係の維持に努めてまいります。 

四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期財務諸表に

は反映しておりません。 

  

 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）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  420  100.0

Ⅱ 売上原価    348  82.8

売上総利益    72  17.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    102  24.3

営業損失    △29  △7.1

Ⅳ 営業外収益    1  0.3

Ⅴ 営業外費用    8  1.9

       経常損失    △36  △8.7

Ⅵ 特別利益    3  0.9

Ⅶ 特別損失    2  0.6

税引前中間純損失    △35  △8.4

法人税、住民税及び事業税  1     

法人税等還付額  －     

法人税等調整額  △13  △12  △2.9

中間純損失    △23  △5.5
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失  △35

減価償却費   97

固定資産売却益  －

固定資産除却損  2

貸倒引当金の増減額   －

賞与引当金の増減額   －

受注損失引当金の増減額   －

受取利息及び配当金  －

支払利息  6

株式交付費   －

為替差損   －

売上債権の増減額   △4

たな卸資産の増減額   △38

仕入債務の増減額  6

未収消費税等の増減額  △2

未払消費税等の増減額  △9

その他   －

小計  23

利息及び配当金の受取額   －

利息の支払額  △6

法人税等の還付による収入  3

法人税等の支払額  △64

営業活動によるキャッシュ・フロー  △44

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   △250

有形固定資産の売却による収入  －

無形固定資産の取得による支出  △2

投資活動によるキャッシュ・フロー  △252

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入  200

短期借入金の返済による支出  －

長期借入金の返済による支出  △73

株式の発行による収入  －

財務活動によるキャッシュ・フロー  126

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △171

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  596

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  425
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 （１）生産実績 

 当第２四半期会計期間の生産実績を製品分野別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 （２）受注状況 

 当第２四半期会計期間の受注状況を製品分野別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

事業部門別 
当第２四半期会計期間 

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

精密切削加工事業 小計（千円）  299,097

液晶製造装置関連部品（千円）   247,596

太陽電池製造装置関連部品（千円）   12,674

半導体製造装置関連部品（千円）   25,739

その他（千円）  13,087

装置組立事業 小計（千円）   456,220

液晶製造装置（千円）   6,360

太陽電池製造装置（千円）   449,860

合計（千円）  755,318

区分 受注高（千円） 受注残高（千円） 

精密切削加工事業 小計  128,428  90,164

液晶製造装置関連部品   106,687  68,567

太陽電池製造装置関連部品  10,147  12,278

半導体製造装置関連部品  △2,144  2,689

その他  13,737  6,629

装置組立事業 小計  △352,549  460,967

液晶製造装置  261,659  269,133

太陽電池製造装置   △614,209  191,834

合計  △224,121  551,132
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 （３）販売実績 

 当第２四半期会計期間の販売実績を製品分野別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門別 
当第２四半期会計期間 

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

精密切削加工事業 小計（千円）  301,043

液晶製造装置関連部品（千円）   246,893

太陽電池製造装置関連部品（千円）   13,532

半導体製造装置関連部品（千円）   26,304

その他（千円）  14,312

装置組立事業 小計（千円）   503,266

液晶製造装置（千円）   6,360

太陽電池製造装置（千円）   496,906

合計（千円）  804,309
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