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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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6月期第3四半期 9,881 127.8 1,136 ― 1,198 ― 1,002 ―
20年6月期第3四半期 4,336 △5.8 △706 ― △747 ― △524 ―

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6月期第3四半期 29.89 ―
20年6月期第3四半期 △21.62 ―

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6月期第3四半期 9,717 7,354 75.6 219.27
20年6月期 9,776 6,366 65.1 189.80

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  7,354百万円 20年6月期  6,366百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― 0.00 ―
21年6月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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  
平成21年１月27日に公表の業績予想を修正し、本日平成21年４月27日に、「業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しております。 

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 10,200 54.3 440 ― 490 ― 180 ― 5.36
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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  無  

(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 
１．平成21年１月27日に公表の業績予想を修正し、本日平成21年４月27日に、「業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しております。 
２.上記の業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により上記の業績予
想数値と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当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想の
具体的修正内容は、４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。 
３. 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。 

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6月期第3四半期 33,784,224株 20年6月期  33,784,224株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  241,798株 20年6月期  241,698株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第3四半期 33,542,509株 20年6月期第3四半期 24,247,980株

トッキ㈱平成21年6月期第3四半期決算短信

2



(参考) 個別業績予想 
１.平成 21 年 6 月期の個別業績予想（平成 20 年 7月 1日 ～ 平成 21 年 6月 30 日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 8,650  191.1 660      - 710      - 420     -  12    52 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
 

※１．平成 21 年１月 27 日に公表の業績予想を修正し、本日平成 21 年４月 27 日に、「業績予想の修正に関す

るお知らせ」を別途開示しております。 

２.上記の業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は、今後の様々な要因により上記の業績予想数値と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当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内

容は、４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。 
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 平成21年６月期第３四半期の売上高につきましては、前年同四半期に比べ、55億45百万円増（同127.8%増）の98億

81百万円となりました。事業別売上高につきましては、真空技術応用製品事業の売上高が、前年同期比69億28百万円

増（同454.8%増）の84億51百万円と、好調に推移いたしました。ＮＣ工作機械等販売事業の売上高は、工作機械市況

の急激な悪化の影響を受け、前年同四半期に比べ、14億78百万円減（同58.1%減）の10億65百万円となりました。そ

の他事業の売上高は、前年同四半期に比べ、95百万円増（同35.3%増）の３億64百万円となりました。 

 売上原価につきましては、前年同四半期に比べ、35億27百万円増（同87.0%増）の75億81百万円となりました。売

上総利益につきましては、前年同四半期に比べ、20億17百万円増（同712.9%増）の23億円となり、売上総利益率は、

前年同四半期の6.5%から23.2%と大きく改善しました。 

 販売費及び一般管理費につきましては、販売費及び人件費等が増加し、前年同四半期に比べ、１億74百万円増（同

17.6%増）の11億63百万円となりましたが、売上総利益の増加により、営業利益は18億42百万円増の11億36百万円と

なりました。 

 営業外収益につきましては、前年同四半期に比べ、６百万円増の65百万円、営業外費用につきましては、支払利息

の減少等により前年同四半期に比べ、97百万円減の２百万円となり、経常利益につきましては、前年同四半期に比

べ、19億46百万円増の11億98百万円となりました。 

 特別損失として、貸倒引当金繰入額等１億95百万円を計上いたしましたが、結果として、四半期純利益につきまし

ては、前年同四半期に比べ、15億26百万円増の10億２百万円となりました。 

 

※なお、前年同四半期増減率及び前年同四半期の金額は、参考として記載しております。 

  

  

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ、１億63百万円増の65億15百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が減少したものの、売上債権が増加したことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ、２億22百

万円減の32億１百万円となりました。これは主に、減価償却による有形固定資産及び無形固定資産の減少によるも

のです。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ、11億45百万円減の22億24百万円となりました。これは主に、前受金及び

仕入債務の減少によるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べ、97百万円増の1億37百万円となりました。

これは主に、退職給付引当金の増加によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ、９億88百万円増の73億54百万円となりました。これは主に、四半期純利益

10億２百万円があったことによるものです。 

  

 売上高につきましては、ＮＣ工作機械等販売事業は世界的な工作機械市況の低迷が今後も継続すると予想されま

すが、真空技術応用製品事業は概ね計画通り推移する見込みであります。その結果、前期に比べ、35億90百万円増

（同54.3%増）の102億円になる見込みであります。 

 営業利益は、継続的な原価低減活動と経費削減の効果が寄与し、前期に比べ、11億90百万円増の４億40百万円と

なる見込みであります。 

 経常利益は、前期に比べ12億89百万円増の４億90百万円となる見込みであります。 

 特別損失として、貸倒引当金繰入額１億57百万円等を計上いたしますが、営業利益及び経常利益の増加に伴い、

当期純利益は、前期に比べ、８億36百万円増の１億80百万円となる見込みであります。  

 なお、詳細につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

 （注）上記の業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後の様々な要因により上記の業績予想数値と異なる可能性があります。 

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。 

  

   

該当事項はありません。 

  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

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．たな卸資産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、先入先出法および移動平均法または個別法による

原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間から「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、先入先出法および移動平均法または個別法による

原価法（貸借対照表への影響額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しておりま

す。これにより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、賃貸借取引にかか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。 

 ただし、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 これにより損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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,068,680 2,030,584

受取手形及び売掛金 3,532,690 2,072,814

商品 19,785 122,846

仕掛品 1,822,349 1,900,530

原材料及び貯蔵品 42,223 22,029

その他 96,427 204,849

貸倒引当金 △66,274 △928

流動資産合計 6,515,883 6,352,726

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,849,775 1,934,499

土地 892,320 892,320

その他（純額） 176,293 224,905

有形固定資産合計 2,918,389 3,051,725

無形固定資産   

ソフトウエア 56,787 89,042

その他 10,955 11,738

無形固定資産合計 67,743 100,780

投資その他の資産 215,194 270,966

固定資産合計 3,201,327 3,423,472

資産合計 9,717,210 9,776,199

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,842,523 2,066,327

短期借入金 100,000 130,000

未払費用 106,271 －

前受金 27,105 845,571

賞与引当金 46,792 －

受注損失引当金 4,988 17,711

その他 97,122 310,353

流動負債合計 2,224,803 3,369,963

固定負債   

繰延税金負債 － 3,767

退職給付引当金 121,300 22,950

役員退職慰労引当金 16,152 13,092

その他 3 41

固定負債合計 137,455 39,852

負債合計 2,362,259 3,409,815
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,572,646 6,572,646

資本剰余金 4,697,561 4,697,561

利益剰余金 △3,712,500 △4,715,129

自己株式 △197,301 △197,271

株主資本合計 7,360,406 6,357,806

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,455 8,576

評価・換算差額等合計 △5,455 8,576

純資産合計 7,354,950 6,366,383

負債純資産合計 9,717,210 9,776,199
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 9,881,957

売上原価 7,581,842

売上総利益 2,300,115

販売費及び一般管理費 1,163,900

営業利益 1,136,215

営業外収益  

受取利息 8,608

受取配当金 677

仕入割引 2,489

投資事業組合運用益 5,800

業務受託料 19,982

助成金収入 14,407

その他 13,041

営業外収益合計 65,006

営業外費用  

支払利息 445

為替差損 513

その他 1,283

営業外費用合計 2,241

経常利益 1,198,979

特別利益  

投資有価証券売却益 3,264

役員報酬返上益 3,799

役員退職慰労引当金戻入額 660

特別利益合計 7,723

特別損失  

固定資産除却損 3,145

投資有価証券評価損 29,913

関係会社出資金評価損 4,925

貸倒引当金繰入額 157,466

特別損失合計 195,450

税金等調整前四半期純利益 1,011,252

法人税、住民税及び事業税 5,781

法人税等調整額 2,842

法人税等合計 8,623

四半期純利益 1,002,628
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（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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 5,437,337

売上原価 4,156,981

売上総利益 1,280,355

販売費及び一般管理費 368,798

営業利益 911,556

営業外収益  

受取利息 2,151

受取配当金 3

仕入割引 307

為替差益 371

業務受託料 2,500

助成金収入 8,107

その他 3,055

営業外収益合計 16,496

営業外費用  

支払利息 264

その他 1

営業外費用合計 265

経常利益 927,788

特別利益  

投資有価証券売却益 3,264

特別利益合計 3,264

税金等調整前四半期純利益 931,052

法人税、住民税及び事業税 1,927

法人税等調整額 1,108

法人税等合計 3,036

四半期純利益 928,016
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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７月１日 
 至 平成21年３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 1,011,252

減価償却費 185,248

貸倒引当金の増減額（△は減少） 222,687

受注損失引当金の増減額（△は減少） △12,723

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,792

退職給付引当金の増減額（△は減少） 98,350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,059

受取利息及び受取配当金 △9,285

支払利息 445

固定資産除却損 3,145

投資有価証券売却損益（△は益） △3,264

投資有価証券評価損益（△は益） 29,913

出資金評価損 4,925

保険解約損益（△は益） △5,170

売上債権の増減額（△は増加） △1,459,876

たな卸資産の増減額（△は増加） 161,047

未収消費税等の増減額（△は増加） 90,407

仕入債務の増減額（△は減少） △223,803

前受金の増減額（△は減少） △818,465

その他 △275,691

小計 △951,006

利息及び配当金の受取額 11,349

利息の支払額 △554

法人税等の支払額 △6,821

営業活動によるキャッシュ・フロー △947,033

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 △12,315

無形固定資産の取得による支出 △8,695

投資有価証券の取得による支出 △3,523

保険積立金の積立による支出 △662

保険積立金の解約による収入 16,003

その他 24,350

投資活動によるキャッシュ・フロー 15,158

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） △30,000

自己株式の取得による支出 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,029

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △961,904

現金及び現金同等物の期首残高 2,030,584

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,068,680
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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。 

  

 当社グループは、前々連結会計年度（第40期）において、売上高については、7,194,979千円と第39期に比べ

6,605,297千円の大幅減となり、2,238,311千円の営業損失、2,347,104千円の経常損失及び4,776,593千円の当期

純損失と重要な損失を計上いたしました。また、前連結会計年度（第41期）においては、750,164千円の営業損

失、799,728千円の経常損失及び656,754千円の当期純損失を計上いたしました。当第３四半期連結累計期間にお

いては、1,136,215千円の営業利益、1,198,979千円の経常利益及び1,002,628千円の四半期純利益を計上いたし

ましたが、引続き継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

  当該状況を解消すべく、キヤノン株式会社との資本提携の実施をはじめ、経営構造改革のための施策を作成

し、実施してまいりました。今後、当社は安定的な営業利益を確保するために、下記の経営改革を継続的に推し

進めてまいります。 

① 事業の多角的推進 

 当社は、有機ＥＬディスプレイ製造装置事業を中核としてまいりましたが、第二の柱として実用化に入っ

た薄膜太陽電池製造装置事業の拡充、並びに電子部品製造装置事業とフィールドサービスの強化等を通じ

て、事業を多角的に推進してまいります。 

②  製品競争力の強化 

 当社とキヤノングループの持つ技術・生産ノウハウの有機的結合により、コストダウンを推進し製品力を

強化いたします。さらに、生産効率の向上とリスク管理を強化して、受注から検収までのリードタイムの短

縮を推進してまいります。 

③ 経営体質の強化 

 キヤノングループとの人事交流等を図り、生産・開発・管理面においての経営体質の強化を推進してまい

ります。  

④ 技術力の強化 

 研究開発投資により差別化技術を強化いたします。また、設計改革の推進によりコストダウンの目標を達

成し、出荷製品の完成度を向上してまいります。 

 四半期連結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連結財務

諸表には反映しておりません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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〕

  
真空技術応用

製品事業 
（千円） 

ＮＣ工作機械
等販売事業 
（千円） 

その他の事業
  

（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 
 8,451,878  1,065,269  364,809  9,881,957     －  9,881,957

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－  20,000     －  20,000  △20,000     － 

計  8,451,878  1,085,269  364,809  9,901,957  △20,000  9,881,957

営業費用  7,186,853  1,221,314  357,575  8,765,742  △20,000  8,745,742

営業利益（又は営業損失

（△）） 
 1,265,025  △136,045  7,234  1,136,215     －  1,136,215

〔所在地別セグメント情報〕

トッキ㈱平成21年6月期第3四半期決算短信

11



  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア ヨーロッパ 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,977,966  18,532  123,503  4,120,001

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  9,881,957

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 40.2  0.1  1.2  41.6

（６）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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  
前年同四半期 

（平成20年６月期 
  第３四半期） 

科目 金額（千円） 

Ⅰ 売上高  4,336,951

Ⅱ 売上原価  4,054,010

売上総利益  282,941

Ⅲ 販売費及び一般管理費  988,961

営業損失  706,020

Ⅳ 営業外収益  58,493

Ⅴ 営業外費用  100,112

経常損失      747,639

Ⅵ 特別利益       550,565

Ⅶ 特別損失       316,437

税金等調整前四半期純損失       513,512

税金費用  10,790

四半期純損失       524,302
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年６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損失  △513,512

 減価償却費  195,213

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  2,891

 受注損失引当金の増減額（△は減少）  △296,787

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  13,708

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △164,583

 受取利息及び配当金  △2,259

 支払利息  66,011

 株式交付費  30,351

 アドバイザリー費用  216,704

 投資有価証券売却損（△は売却益）  △5,288

 たな卸資産評価損  105,081

 売上債権の増減額（△は増加）  110,140

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △1,155,306

 未収消費税等の増減額（△は減少）  △9,491

 仕入債務の増減額（△は減少）  745,667

 その他  △175,971

小計  △837,429

 利息及び配当金の受取額  1,071

 利息の支払額  △78,389

 アドバイザリー費用の支払額  △216,704

 法人税等の支払額  △52,743

 法人税等の還付額  426

 その他  △1,597

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,185,365
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前年同四半期 

（平成20年６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   

 有形固定資産の取得による支出  △9,441

 無形固定資産の取得による支出  △461

 投資有価証券の取得による支出  △4,524

 投資有価証券の売却による収入  34,500

 役員生命保険の積立による支出  △662

 その他  △9,740

投資活動によるキャッシュ・フロー  9,670

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）  △2,440,000

 長期借入金の返済による支出  △723,785

 株式の発行による収入  5,891,048

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,727,263

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減額（△は減少）  1,551,569

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,649,094

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  4,200,664
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前年同四半期（平成20年６月期第３四半期） 

  

前年同四半期（平成20年６月期第３四半期） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

前年同四半期（平成20年６月期第３四半期） 

  

  

  

①受注実績 

 当第３四半期連結累計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
真空技術応用

製品事業 
ＮＣ工作機械
等販売事業 

その他の事業
  

計 
  

消去又は 
全社 

連結 
  

   千円  千円  千円  千円  千円  千円

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
 1,523,388  2,544,042  269,519  4,336,951     －  4,336,951

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
    －  38,130     －  38,130  △38,130     － 

計  1,523,388  2,582,172  269,519  4,375,081  △38,130  4,336,951

営業費用  2,244,742  2,552,950  283,409  5,081,102  △38,130  5,042,972

営業利益（又は営業損失

（△）） 
 △721,353  29,222  △13,889  △706,020     －  △706,020

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア ヨーロッパ 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,388,451  31,209  1,773  1,421,434

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  4,336,951

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 32.0  0.7  0.0  32.7

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

真空技術応用製品事業  6,095,795  165.9  4,218,025  115.6

ＮＣ工作機械等販売事業   707,345  26.0  260,280  37.6

その他事業   361,585  110.0  71,670  81.9

合計  7,164,726  106.6  4,549,975  102.8
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