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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1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12月期第1四半期 1,205 △17.7 △437 ― △421 ― △273 ―

20年12月期第1四半期 1,465 △64.1 △440 ― △445 ― △270 ―

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 △80.31 ―

20年12月期第1四半期 △79.61 ―

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 13,579 6,981 51.4 2,053.46
20年12月期 14,850 7,223 48.6 2,124.54

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  6,981百万円 20年12月期  7,223百万円

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
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

3,698 △20.9 △435 ― △444 ― △277 ― △81.68

通期 9,879 △10.9 86 ― 63 ― 29 ― 8.60
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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  有  

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）詳細は、４ページ【安性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

※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の見通し等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である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12月期第1四半期  3,400,000株 20年12月期  3,400,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  136株 20年12月期  136株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期  3,399,864株 20年12月期第1四半期  3,399,900株
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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

　当第１四半期におけるわが国の経済は、海外の景気後退などを背景に輸出の落ち込みは激しく、生産調整や企業収

益の減少は拡大しております。また、雇用情勢の不安定感から個人消費も弱まるなど、不安定な状況での展開となり

ました。

　当社グループが属します電子機器市場は、家電等の最終製品にも増加トレンドに陰りが見られ、設備投資が国内外

共に停滞した厳しい状況で推移いたしました。

　このような経営環境のなか、当社グループは液晶、半導体装置の営業の強化を進め受注の獲得に努めると共に、製

造経費、販売費及び一般管理費の経費削減に取り組んでまいりましたが、当第１四半期の売上高は1,205百万円（前年

同期比17.7％減）、営業損失437百万円（前年同期は営業損失440百万円）、経常損失421百万円（前年同期は経常損失

445百万円）、四半期純損失273百万円（前年同期は四半期純損失270百万円）となりました。

  事業の種類別セグメントの情報は以下のとおりです。

（プロセス機器事業）

　　液晶部門及び半導体部門共に、市場の設備投資の停滞の影響を受け、厳しい状況で推移いたしました。このよう

　な環境のなか売上高は前年同期に比べ95百万円増収の1,027百万円となりました。営業利益につきましては、装置

　の価格の値引き要請等の厳しさが高まり319百万円（前年同期は営業損失442百万円）の営業損失になりました。

（金型・樹脂成形事業）

　　金型・樹脂成形事業は、デジタル家電向けなどの材料の在庫調整が続いており非常に厳しい状況で推移いたし

　ました。売上高は前年同期に比べ355百万円減収の177百万円、営業損失は118百万円（前年同期は営業利益２百万

　円）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　（流動資産）

　　当第１四半期末の流動資産は、前期末に比べ1,214百万円減少し8,890百万円となりました。これは主に、「受取

　手形及び売掛金」が1,004百万円、「たな卸資産」が85百万円それぞれ減少したためであります。

　（固定資産）

　　当第１四半期の固定資産は、前期末に比べ56百万円減少し4,689百万円となりました。主な内訳は「有形固定資

　産」の減少額53百万円によるものであります。

　（流動負債）

　　当第１四半期末の流動負債は、前期末に比べ1,324百万円減少し4,846百万円となりました。これは主に、「短期

　借入金」は301百万円、「前受金」は132百万円それぞれ増加いたしましたが、「支払手形及び買掛金」が1,632百

　万円、「未払金」が149百万円それぞれ減少したためであります。

　（固定負債）

　　当第１四半期末の固定負債は、前期末に比べ295百万円増加し1,751百万円となりました。これは主に、「長期借

　入金」の増加額291百万円によるものであります。

　（純資産）

　　当第１四半期末の純資産は、前期末に比べ241百万円減少し6,981百万円となりました。これは主に、「利益

　剰余金」の減少額273百万円によるものであります。当第１四半期の自己資本比率は51.4％になりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　業績予想につきましては、平成21年２月13日公表いたしました「平成20年12月期　決算短信」の業績予想から変更

はありません。
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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）

　該当事項はありません。

 

（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たな卸資産の評価方法

　　　当第１四半期連結会計期間末のたな資産の算出つきましては、実地たな卸を省略し前連結会計年度末の実

　　地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。

　②固定資産の減価償却費の算定方法

　　　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づ

　　く年間償却予定額を期間按分して算定しております。

　③税金費用の計算方法

　　　税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

　　用後の実行税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しております。な

　　お、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

　④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じてお

　　らず、かつ、一時差異等の発生状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められる場合

　　は、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっ

　　ております。 

 

（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当第１四半期連結会計期間より「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、たな卸資産の評価基準を主として個別法による原価法から主として個別法

　　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の切下げの方法）に変更しておりま

　　す。この変更に伴う損益への影響はありません。

　③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）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の

　　売買取引に係る会計処理によっております。この変更に伴う損益への影響は、当第１四半期連結会計期間に

　　おける該当取引がないためありません。
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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１四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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,978,220 2,029,875 

受取手形及び売掛金 1,875,177 2,879,501 

商品及び製品 64,158 76,673 

原材料及び貯蔵品 355,669 351,991 

仕掛品 4,253,878 4,330,707 

繰延税金資産 330,683 181,762 

その他 46,421 274,046 

貸倒引当金 △14,165 △19,970 

流動資産合計 8,890,045 10,104,587 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,883,588 3,912,180 

減価償却累計額 △1,807,900 △1,805,221 

建物及び構築物（純額） 2,075,688 2,106,959 

機械装置及び運搬具 1,597,192 1,568,745 

減価償却累計額 △894,222 △888,212 

機械装置及び運搬具（純額） 702,969 680,533 

その他 1,655,704 1,633,574 

減価償却累計額 △574,653 △508,311 

その他（純額） 1,081,050 1,125,263 

有形固定資産合計 3,859,709 3,912,755 

無形固定資産   

ソフトウエア 30,543 35,347 

その他 6,052 6,052 

無形固定資産合計 36,595 41,399 

投資その他の資産   

投資有価証券 308,004 310,103 

繰延税金資産 352,926 352,112 

その他 140,236 129,263 

貸倒引当金 △8,210 － 

投資その他の資産合計 792,957 791,479 

固定資産合計 4,689,262 4,745,635 

資産合計 13,579,307 14,850,222 
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（単位：千円）

当第１四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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,175,546 2,807,878 

短期借入金 1,434,305 1,132,738 

未払金 251,693 401,620 

未払法人税等 306 7,866 

前受金 1,860,629 1,728,211 

製品保証引当金 51,430 52,100 

賞与引当金 44,679 15,425 

その他 27,753 25,196 

流動負債合計 4,846,343 6,171,035 

固定負債   

長期借入金 1,110,283 818,998 

退職給付引当金 400,203 382,795 

役員退職慰労引当金 234,870 247,156 

その他 6,125 7,090 

固定負債合計 1,751,482 1,456,041 

負債合計 6,597,826 7,627,077 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395,240 1,395,240 

資本剰余金 1,909,398 1,909,398 

利益剰余金 3,709,322 3,982,366 

自己株式 △436 △436 

株主資本合計 7,013,523 7,286,567 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,695 △9,444 

為替換算調整勘定 △21,346 △53,976 

評価・換算差額等合計 △32,042 △63,421 

純資産合計 6,981,481 7,223,145 

負債純資産合計 13,579,307 14,850,222 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,205,857

売上原価 1,271,642

売上総損失（△） △65,785

販売費及び一般管理費 372,204

営業損失（△） △437,989

営業外収益  

受取利息 2,113

受取賃貸料 3,233

受取手数料 991

保険解約返戻金 7,494

為替差益 5,696

その他 5,896

営業外収益合計 25,425

営業外費用  

支払利息 8,898

その他 275

営業外費用合計 9,174

経常損失（△） △421,737

特別利益  

固定資産売却益 290

関係会社株式売却益 100

特別利益合計 390

特別損失  

固定資産除却損 20

特別損失合計 20

税金等調整前四半期純損失（△） △421,367

法人税等 △148,323

四半期純損失（△） △273,043
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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１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △421,367

減価償却費 102,546

売上債権の増減額（△は増加） 1,010,623

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,806

仕入債務の増減額（△は減少） △1,625,082

前受金の増減額（△は減少） 118,644

その他 114,473

小計 △611,355

法人税等の支払額 △2,376

その他の支出 △6,515

営業活動によるキャッシュ・フロー △620,247

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 △38,346

無形固定資産の取得による支出 △1,196

その他 △18,604

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,147

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） 231,108

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △140,564

長期未払金の増減額（△は減少） △1,749

配当金の支払額 △140

財務活動によるキャッシュ・フロー 588,654

現金及び現金同等物に係る換算差額 29,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,127

現金及び現金同等物の期首残高 1,929,220

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,869,093
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　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１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

プロセス機器事業
（千円）

金型・樹脂成形事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 1,027,927 177,929 1,205,857 － 1,205,857

営業費用 1,347,892 295,953 1,643,846 － 1,643,846

営業利益又は営業損

失（△）
△319,965 △118,024 △437,989 － △437,989

 

〔所在地別セグメント情報〕

 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３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 1,170,850 24,404 33,400 1,228,655 △22,797 1,205,857

営業費用 1,578,483 23,006 68,781 1,670,272 △26,425 1,643,846

営業利益又は営業損

失（△）
△407,633 1,397 △35,381 △441,617 3,628 △437,989

 

〔海外売上高〕

 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 20,544 35,700 435 56,680

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,205,857

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
1.7 3.0 0.0 4.7

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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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

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,465,645

Ⅱ　売上原価 1,477,952

売上総損失 △12,306

Ⅲ　販売費及び一般管理費 428,176

営業損失 △440,483

Ⅳ　営業外収益 14,829

Ⅴ　営業外費用 20,305

経常損失 △445,959

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 208

税金等調整前四半期純損失 △446,167

税金費用 175,494

四半期純損失 △270,672
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

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 △446,167

　　 減価償却費　 99,347

　 　売上債権の増減額（増加：△） 790,129

  たな卸資産の増減額（増加：△） △1,013,627

　仕入債務の増減額（減少：△） 292,887

　前受金の増減額（減少：△） 974,737

　その他 8,076

小計 705,384

　法人税等の支払額 △2,907

　その他 △1,391

営業活動によるキャッシュ・フロー 701,084

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 △30,042

　無形固定資産の取得による支出 △5,063

　その他 21,492

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,613

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金の増減額 △53,254

　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 △149,794

　配当金の支払額 △71,897

　その他 137

財務活動によるキャッシュ・フロー 105,192

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △58,211

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

734,451

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,019,311

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,753,763
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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１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

プロセス機器事業
（千円）

金型・樹脂成形事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 931,997 533,648 1,465,645 － 1,465,645

営業費用 1,374,686 531,442 1,906,129 － 1,906,129

営業利益又は営業損

失（△）
△442,689 2,205 △440,483 － △440,483

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３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 1,602,648 18,839 153,224 1,774,712 △309,067 1,465,645

営業費用 2,037,544 28,017 152,846 2,218,408 △312,279 1,906,129

営業利益又は営業損

失（△）
△434,896 △9,177 378 △443,695 3,212 △440,483

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 266,108 232,508 1,848 500,465

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,465,645

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
18.1 15.9 0.1 34.1
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