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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31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12月期第1四半期 1,100 ― △2,031 ― △1,985 ― △1,985 ―

20年12月期第1四半期 4,829 △36.1 △770 ― △878 ― △737 ―

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12月期第1四半期 △2,111.44 ―

20年12月期第1四半期 △745.15 ―

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12月期第1四半期 40,974 38,752 94.1 41,024.39
20年12月期 43,802 40,744 92.6 43,072.97

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  38,557百万円 20年12月期  40,553百万円

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12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年12月期 0.00

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

2,045 △76.7 △4,328 ― △4,315 ― △4,229 ― △4,492.28

通期 6,688 △57.4 △7,351 ― △7,344 ― △7,261 ― △7,712.22
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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  無  

(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、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) 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 989,544株 20年12月期  989,544株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  49,696株 20年12月期  48,043株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 940,070株 20年12月期第1四半期 989,544株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的だと判断する一定の前提に基づいてお  
 り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．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１四半期（平成21年１月１日～平成21年３月31日）の我が国経済は、昨年から続く景気悪化の影響
を受けて、消費低迷が深刻化し、企業の収益率が軒並み減少するなど、景気減速に拍車がかかりました。 
半導体市場においても、消費低迷による大幅な需要減少が影響し、既存製品の生産量の減少や、新規開

発及び設備投資の中止や延期など、厳しい状況が続いております。 
当社では、国内顧客をメインとした事業戦略を展開し、営業基盤の拡大や、利益率向上のための高付加

価値ビジネスの獲得にこれまで以上に力を入れておりますが、当第１四半期におきましては、市場低迷の
影響が著しく、顧客からの受注が大幅に減少したため、業績は売上高が1,100百万円（前年同期は4,829百
万円）となりました。これにより、営業損失が2,031百万円（前年同期は770百万円）、経常損失は1,985
百万円（前年同期は878百万円）となりました。 
引き続き、コスト管理の徹底、品質の維持・向上、サイクルタイム（開発～量産に要する期間）の短

縮、歩留り（良品生産率）の向上に全社一丸となって取り組み、早期の業績回復に向けて努力致します。 

なお、前年同四半期の金額は参考として記載しております。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 
当期末の総資産につきましては、前期末に比べて2,828百万円減少し、40,974百万円となりまし

た。これは主に、売掛金が1,454百万円減少したこと等によるものであります。 
  
（負債） 

当期末の負債につきましては、前期末と比べて834百万円減少し、2,223百万円となりました。これ
は主に、買掛金が725百万円減少したこと等によるものであります。 

  
（純資産） 

当期末の純資産につきましては、前期末と比べて1,992百万円減少し、38,752百万円となりまし
た。これは主に、四半期純損失1,985百万円を計上したこと等によるものであります。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期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、15,381百万円と
なり前事業年度末と比べ1,272百万円の減少となりました。その内訳は次の通りであります。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間末において営業活動の結果得られた資金は、7百万円となりました。これは
主に税引前四半期純損失が1,984百万円、仕入債務の減少が725百万円となったものの、売上債権の減
少が1,454百万円、減価償却費が802百万円計上されたこと等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間末において投資活動の結果使用した資金は1,003百万円となりました。これ
は主に、定期預金の預入による支出が1,000百万円計上されたこと等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間末において財務活動の結果使用した資金は120百万円となりました。これ
は、有利子負債削減を目的とした短期借入金の返済による支出が106百万円、資本政策として実施し
ている自己株式の取得による支出が12百万円計上されたこと等によるものであります。 

  

平成21年２月20日の発表に対して、平成21年12月期（非連結）業績予想の見直しはありません。 
  

  

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

3. 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。 

  

①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「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。 
これによる、当第１四半期会計期間の財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

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

(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：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,381 16,653 

売掛金 2,002 3,456 

製品 18 254 

原材料 25 29 

仕掛品 116 55 

貯蔵品 616 623 

その他 252 380 

貸倒引当金 △295 △287 

流動資産合計 19,115 21,163 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,835 11,019 

機械装置及び運搬具（純額） 7,009 7,607 

その他（純額） 3,321 3,307 

有形固定資産合計 21,166 21,932 

無形固定資産 372 380 

投資その他の資産   

その他 322 327 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 322 327 

固定資産合計 21,859 22,639 

資産合計 40,974 43,802 

負債の部   

流動負債   

買掛金 769 1,494 

短期借入金 294 363 

未払法人税等 22 38 

賞与引当金 72 48 

修繕引当金 － 155 

受注損失引当金 22 － 

その他 912 884 

流動負債合計 2,093 2,982 

固定負債   

退職給付引当金 74 49 

役員退職慰労引当金 26 26 

修繕引当金 20 － 

その他 10 － 

固定負債合計 130 75 
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

負債合計 2,223 3,057 

純資産の部   

株主資本   

資本金 27,140 27,140 

資本剰余金 18,158 18,158 

利益剰余金 △6,339 △4,354 

自己株式 △403 △391 

株主資本合計 38,557 40,553 

新株予約権 195 191 

純資産合計 38,752 40,744 

負債純資産合計 40,974 43,802 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,100

売上原価 2,891

売上総損失（△） △1,791

販売費及び一般管理費 240

営業損失（△） △2,031

営業外収益  

受取利息 16

受取技術料 15

その他 17

営業外収益合計 48

営業外費用  

支払利息 2

その他 0

営業外費用合計 2

経常損失（△） △1,985

特別利益  

新株予約権戻入益 2

特別利益合計 2

税引前四半期純損失（△） △1,984

法人税、住民税及び事業税 1

法人税等合計 1

四半期純損失（△） △1,985
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１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  

税引前四半期純利益 △1,984

減価償却費 802

株式報酬費用 5

新株予約権戻入益 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7

賞与引当金の増減額（△は減少） 24

修繕引当金の増減額（△は減少） △135

受注損失引当金の増減額（△は減少） 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25

受取利息及び受取配当金 △16

支払利息 2

為替差損益（△は益） 194

売上債権の増減額（△は増加） 1,454

たな卸資産の増減額（△は増加） 186

仕入債務の増減額（△は減少） △725

未払金の増減額（△は減少） △15

未払費用の増減額（△は減少） 43

未払消費税等の増減額（△は減少） 59

その他 53

小計 1

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 7

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 △1,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △8

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,003

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） △106

リース債務の返済による支出 △2

自己株式の取得による支出 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △120

現金及び現金同等物に係る換算差額 △156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,272

現金及び現金同等物の期首残高 16,653

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,381
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

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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[参考書類] 
前年同四半期に係る財務諸表等 

(１) （要約）四半期損益計算書 

   前第１四半期累計期間（2008 年 1 月１日～３月 31 日） 

（単位：百万円） 

前年同四半期 
（2008年12月期 
第１四半期） 

科 目 

金額 

Ⅰ 売上高 4,829

Ⅱ 売上原価 5,249

売上総損失  420

Ⅲ 販売費及び一般管理費 349

営業損失  770

Ⅳ 営業外収益 

受取利息 16

その他 70

営業外収益合計 86

Ⅴ 営業外費用 

支払利息 11

その他 183

営業外費用合計 194

経常損失 878

Ⅵ 特別利益 144

Ⅶ 特別損失 3

税引前四半期純損失 737

法人税、住民税及び事業税 －

四半期純損失 737
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(２) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（2008 年１月１日～３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 
前年同四半期 

（2008年12月期 
第１四半期） 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失 △737 

減価償却費 914 

株式報酬費用 73 

引当金増加額（△減少額） 110 

社債償還益 △114 

受取利息及び受取配当金 △16 

支払利息 11 

為替差益 △13 

たな卸資産除却損 11 

たな卸資産評価損 157 

固定資産売却益 － 

固定資産除売却損 3 

新株予約権戻入益 △0 

売上債権の減少額（△増加額） 1,422 

たな卸資産減少額（△増加額） 130 

仕入債務の増加額（△減少額） △723 

未払金及び未払費用の増加額（△減少額） △214 

その他 △4 

小計 1,010 

利息及び配当金の受取額 14 

利息の支払額 △13 

法人税等の支払額 △5 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,007 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の解約による収入 － 

固定資産の取得による支出 △439 

固定資産の売却による収入 － 

投資有価証券の取得による支出 － 

投資有価証券の償還による収入 － 

その他 251 

投資活動によるキャッシュ・フロー △188 

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 △159 

社債の償還による支出 － 

転換社債の償還による支出 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △159 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △108 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 552 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 16,527 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 17,079 
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