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1.  平成21年8月期第3四半期の業績（平成20年9月1日～平成21年5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8月期第3四半期 1,617 ― △361 ― △300 ― △392 ―
20年8月期第3四半期 734 △14.6 △63 ― △78 ― △49 ―

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3四半期 △21,228.40 ―
20年8月期第3四半期 △2,680.43 ―

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3四半期 4,186 929 22.2 50,246.88
20年8月期 4,317 1,328 30.7 71,475.29

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  929百万円 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  

(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） 

(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3四半期 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3四半期  0株 20年8月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第3四半期 18,506株 20年8月期第3四半期 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融危機の影響を受け、輸出、生産や個人消費に

は一部に持ち直しの動きがあるものの、企業収益と設備投資は大幅に減少し、景気は厳しい状況で推移しました。 

太陽電池業界では、所謂スペインバブルの反動と金融危機による経済環境の急変によって、大規模発電用途を中心

とした市場環境は混乱しました。しかし、日本政府をはじめとする各国の打ち出している施策により、家庭向け及び

教育機関向け等の需要に新たな動きが出始めました。液晶業界では、中国の産業振興策や日本のエコ家電振興策によ

る薄型テレビの需要増加を受けて、液晶パネル工場の稼働率改善を背景に第５世代から第８世代の設備投資計画が活

発になりつつあります。半導体業界では、半導体メーカーの設備投資の回復が遅れている中、生産調整の反動で稼働

率が向上したため、消耗品需要が先行して回復してきました。 

このような経済環境の中、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ましたが、第３四半期

末にかけて生産調整が続いております。精密加工事業では、太陽電池製造用の電極等で試作品を受注するなど、再拡

大に向けた活動を展開しました。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

注と生産が順調に進み、前倒しで出荷が行われました。精密切削加工事業では、各分野ともに市場の低迷を受けて、

第３四半期からは低調となりました。なお、足元では全分野において試作品が増加傾向にあります。 

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ことと、国内液晶パネルメーカー向け部品の増

加によって、対前年同期比で２倍強の売上計上となりました。しかしながら、利益面につきましては、売上高の約半

数を占める装置組立事業において、急激な円高により、円安時に購入した海外購入部材で棚卸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、事業所及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159百万円計上いたしました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は1,617百万円(対前年同四半期増減率120.4％)、営業損失は

361百万円(前年同四半期の営業損失は63百万円)、経常損失は300百万円(前年同四半期の経常損失は78百万円)、四半

期純損失392百万円(前年同四半期純損失は49百万円)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３四半期会計期間末における総資産は、4,186百万円となり、前期末に比べ131百万円の減少となりました。

その主な要因は、流動資産の減少額90百万円であります。流動資産では、前期末に比べ、受取手形及び売掛金が256

百万円、仕掛品が133百万円それぞれ減少し、現金及び預金は480百万円増加となりました。 

 固定資産は前期末に比べ40百万円減少いたしました。有形固定資産において、熊本事業所切削加工工場に関わる

設備その他を取得し495百万円増加いたしまたが、減価償却費374百万円の計上と、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37百万円の減少したことが主な要因です。 

 負債の部は、前期末に比べ、267百万円増加し3,256百万円となりました。その主な要因は、前期末に比べ、短期

借入金が100百万円、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む。）が518百万円それぞれ増加したためであり

ます。前期末に比べ、流動負債は131百万円減少し1,009百万円となり、固定負債は399百万円増加し2,246百万円と

なりました。 

 純資産は当第３四半期累計期間において四半期純損失となったため、前期末に比べ398百万円減少し、929百万円

となり、自己資本比率は22.2％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480百万円

増加し、822百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により増加した資金は、438百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失424百万円、仕入債務

の減少額124百万円、受注損失引当金の減少額14百万円、利息の支払額31百万円及び法人税等の支払額45百万円によ

る減少と減価償却費378百万円、減損損失159百万円、売上債権の減少額256百万円、たな卸資産の減少額159百万円及

び未収消費税等の減少額34百万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） 

投資活動により減少した資金は、600百万円となりました。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595百万円及びソフトウエア等の無形固定資産の取得

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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による支出６百万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、615百万円となりました。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726百万円、熊本事業所の設備資金のための長期借入金の調達380百万円及び長期運転資金のための長期借

入金の調達400百万円による増加と短期借入金の返済626百万円、長期借入金の返済261百万円及びファイナンス・リ

ース債務の返済２百万円による減少の結果であります。 

  

平成21年４月８日付「平成21 年８月期第２四半期累計期間業績予想の修正及び通期業績予想の修正並びに減損損

失(特別損失)の計上に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、景気減速など事業環境の悪化を受け、平

成20年10月８日に公表いたしました業績予想を下方修正いたしました。 

その後、当第３四半期の業績につきましては、平成21年４月８日に公表いたしました通期業績予想に対し、概ね計

画どおりに進捗しており、同予想に変更はありません。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、事業環境が大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、現時点においても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。 

・棚卸資産の評価方法 

当第３四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

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

（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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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ス・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。 
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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３四半期会計期間末 
(平成21年５月31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 822,947 342,471

受取手形及び売掛金 310,635 567,102

製品 14,297 13,764

原材料 897 1,841

未着原材料 － 25,720

仕掛品 286,180 419,384

その他 49,120 204,305

貸倒引当金 △494 △364

流動資産合計 1,483,584 1,574,226

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 732,528 669,339

構築物（純額） 37,111 44,692

機械及び装置（純額） 1,185,907 1,317,639

車両運搬具（純額） 10,376 14,075

工具、器具及び備品（純額） 10,921 13,658

土地 520,338 487,284

リース資産（純額） 25,416 －

建設仮勘定 164,165 177,306

有形固定資産合計 2,686,765 2,723,996

無形固定資産 14,881 15,688

投資その他の資産 987 3,524

固定資産合計 2,702,634 2,743,209

資産合計 4,186,218 4,317,436

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 224,205 348,853

短期借入金 300,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 406,420 319,216

未払法人税等 1,370 45,546

賞与引当金 － 6,000

受注損失引当金 18,000 32,000

その他 59,458 189,605

流動負債合計 1,009,455 1,141,221

固定負債   

長期借入金 2,226,317 1,795,102

その他 20,577 52,516

固定負債合計 2,246,894 1,847,618

負債合計 3,256,350 2,988,839

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 △74,931 317,921

株主資本合計 929,868 1,322,721

新株予約権 － 5,875

純資産合計 929,868 1,328,596

負債純資産合計 4,186,218 4,317,436
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,617,612

売上原価 1,813,658

売上総損失（△） △196,045

販売費及び一般管理費 165,865

営業損失（△） △361,911

営業外収益  

受取利息 239

為替差益 88,119

助成金収入 3,902

その他 4,506

営業外収益合計 96,767

営業外費用  

支払利息 32,205

その他 3,539

営業外費用合計 35,744

経常損失（△） △300,888

特別利益  

補助金収入 27,378

過年度不動産取得税免除益 2,417

貸倒引当金戻入額 165

新株予約権戻入益 5,875

特別利益合計 35,835

特別損失  

減損損失 159,196

特別損失合計 159,196

税引前四半期純損失（△） △424,249

法人税、住民税及び事業税 3,182

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 △31,396

四半期純損失（△） △392,852
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 318,697

売上原価 448,599

売上総損失（△） △129,902

販売費及び一般管理費 47,948

営業損失（△） △177,850

営業外収益  

受取利息 16

為替差益 8,924

その他 768

営業外収益合計 9,710

営業外費用  

支払利息 10,780

その他 179

営業外費用合計 10,960

経常損失（△） △179,099

特別利益  

補助金収入 27,378

過年度不動産取得税免除益 2,417

貸倒引当金戻入額 383

特別利益合計 30,178

税引前四半期純損失（△） △148,921

法人税、住民税及び事業税 1,028

法人税等合計 1,028

四半期純損失（△） △149,950
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △424,249

減価償却費 378,429

減損損失 159,196

貸倒損失 1,237

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,404

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） △14,000

新株予約権戻入益 △5,875

受取利息及び受取配当金 △239

支払利息 32,205

為替差損益（△は益） △27,235

売上債権の増減額（△は増加） 256,467

たな卸資産の増減額（△は増加） 159,335

仕入債務の増減額（△は減少） △124,647

未収消費税等の増減額（△は増加） 34,489

その他 92,092

小計 512,611

利息及び配当金の受取額 259

利息の支払額 △31,250

法人税等の還付額 2,274

法人税等の支払額 △45,383

営業活動によるキャッシュ・フロー 438,512

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 △595,540

無形固定資産の取得による支出 △6,092

従業員に対する貸付金の回収による収入 781

その他 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △600,841

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 726,230

短期借入金の返済による支出 △626,230

長期借入れによる収入 780,000

長期借入金の返済による支出 △261,581

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,848

財務活動によるキャッシュ・フロー 615,570

現金及び現金同等物に係る換算差額 27,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 480,476

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 822,947
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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３四半期累計期間においても

361,911千円の営業損失を計上するとともに392,852千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を平成21年3月分よ

り実施し、平成21年４月支給予定の従業員賞与をカットしております。 

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

手元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等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年９月１日～平成20年５月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年８月期第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高        734

Ⅱ 売上原価        610

売上総利益        123

Ⅲ 販売費及び一般管理費        186

営業損失        △63

Ⅳ 営業外収益        4

Ⅴ 営業外費用        20

経常損失        △78

Ⅵ 特別利益        3

Ⅶ 特別損失        2

税引前第３四半期純損失        △77

法人税、住民税及び事業税  2      

法人税等還付額            

法人税等調整額  △29  △27

第３四半期純損失        △49
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前第３四半期累計期間（平成19年９月１日～平成20年５月31日） 

   

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年８月期第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期純損失      △77

減価償却費  193

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  7

受注損失引当金の増減額  18

株式報酬費用   2

為替差益   △4

受取利息及び配当金     －

支払利息   13

株式交付費   －

売上債権の増減額   △59

たな卸資産の増減額   △94

仕入債務の増減額   18

未収消費税等の増減額   △47

未払消費税等の増減額   △9

その他  4

小計  △32

利息及び配当金の受取額  －

利息の支払額   △14

法人税等の還付による収入   3

法人税等の支払額  △65

営業活動によるキャッシュ・フロー  △108

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   △1,146

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収入  △4

従業員長期貸付金の貸付による支出   △30

従業員長期貸付金の回収による収入   25

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,156

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   △200

長期借入による収入   1,500

長期借入金の返済による支出   △133

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  1,366

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  4

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  104

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第３四半期末残高  701
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 （１）生産実績 

 当第３四半期累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３四半期累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。 

  

 （３）販売実績 

 当第３四半期累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。 

６．その他の情報

事業部門別 
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年５月31日） 

精密切削加工事業 小計（千円）  702,906

液晶製造装置関連部品（千円）   510,865

太陽電池製造装置関連部品（千円）   42,961

半導体製造装置関連部品（千円）   116,841

その他（千円）  32,237

装置組立事業 小計（千円）   859,288

液晶製造装置（千円）   194,137

太陽電池製造装置（千円）   665,150

合計（千円）  1,562,195

区分 受注高（千円） 受注残高（千円） 

精密切削加工事業 小計  475,299  114,886

液晶製造装置関連部品   320,244  84,466

太陽電池製造装置関連部品  23,612  12,277

半導体製造装置関連部品  93,798  5,194

その他  37,644  12,948

装置組立事業 小計  △252,255  348,320

液晶製造装置  273,570  79,432

太陽電池製造装置   △525,826  268,888

合計  223,043  463,207

事業部門別 
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年５月31日） 

精密切削加工事業 小計（千円）  735,278

液晶製造装置関連部品（千円）   534,308

太陽電池製造装置関連部品（千円）   43,079

半導体製造装置関連部品（千円）   118,774

その他（千円）  39,115

装置組立事業 小計（千円）   882,334

液晶製造装置（千円）   194,137

太陽電池製造装置（千円）   688,196

合計（千円）  1,617,612
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