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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 15,166 ― 605 ― 547 ― 338 ―

20年12月期第2四半期 19,060 133.3 2,793 212.1 2,710 216.8 1,614 202.1

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2四半期 41.97 ―

20年12月期第2四半期 201.63 199.05

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2四半期 27,595 12,254 44.4 1,519.79
20年12月期 28,763 12,032 41.8 1,493.78

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  12,254百万円 20年12月期  12,032百万円

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  有  

(注)平成21年12月期の年間配当予想については未定です。 

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 ― 10.00 ― 15.00 25.00

21年12月期 ― 5.00

21年12月期 
（予想）

― ― ―

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  
 

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 26,000 △28.8 700 △83.3 550 △86.4 500 △79.0 62.04

－ 1 －



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  
(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(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.その他をご覧下さい。 

(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 

 連結業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料４ページをご参照下さい。 
 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。なお、四半期連結財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書
きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

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2四半期 8,109,300株 20年12月期  8,101,300株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  46,320株 20年12月期  46,320株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 8,056,123株 20年12月期第2四半期 8,007,421株
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当第２四半期連結会計期間（３ヶ月）におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響が実体経済に波
及し、企業収益の減少、設備投資の大幅な抑制、雇用環境の悪化による個人消費の停滞など、依然として
先行き不透明な状況となっておりますが、景気は一部に持ち直しの動きが見られるようになりました。 
当社グループが関わるＦＡシステム事業及びセミコンシステム事業の業況は、金融危機に端を発した世

界同時不況の影響による設備投資抑制の影響を強く受け、非常に厳しい状況で推移いたしました。しかし
ながら、受注については、ＦＡシステム事業では小型二次電池製造装置を中心に、セミコンシステム事業
では海外市場において緩やかながらも回復の兆しが見られました。 
このような状況の中で、当社グループでは、社内の人的リソースの活用、内製化の強化、資源の効率的

活用などを推進いたしましたが、当第２四半期連結会計期間の売上高は9,218百万円（前年同期比14.7％
減）、営業利益は358百万円（前年同期比75.5％減）、経常利益は327百万円（前年同期比77.1％減）、四
半期純利益は198百万円（前年同期比77.0％減）と前年同期比減収減益となりました。 
事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりです。 
(ＦＡシステム事業) 
事務機器関連組立装置の売上高は厳しい事業環境の中で、前年に引き続き高位で推移し、当第２四半期

連結会計期間の業績を牽引いたしました。しかし、受注につきましてはキャンセルが発生するなど厳しい
結果となりました。第１四半期連結会計期間に低調に推移しました小型二次電池製造装置、プリント基板
関連装置の受注は厳しい事業環境ながらも回復の兆しが見えてきました。利益面においては、社内応援体
制の強化による内製化を推進し、コストダウンに取り組みましたが、売上高の減少に伴い前年同期比減益
となりました。その結果、ＦＡシステム事業の当第２四半期連結会計期間の売上高は8,756百万円（前年
同期比2.9％減）、営業利益は578百万円（前年同期比55.2％減）となりました。 
(セミコンシステム事業) 
半導体業界の再編計画、生産調整、設備投資の抑制という事業環境の影響を受けて、受注は回復の兆し

が見られたものの前年同期比で受注、売上高は大幅に減少し、非常に厳しい業績となりました。その結
果、セミコンシステム事業の当第２四半期連結会計期間の売上高は461百万円（前年同期比74.2％減）、
営業損失は220百万円（前期同期営業利益173百万円）となりました。 
  

当第２四半期連結累計期間（６ヶ月）の業績は、前年同期実績と比べると総じて厳しい結果となりまし
た。 
(ＦＡシステム事業) 
事務機器関連組立装置の売上高は上期を通して堅調に推移いたしましたが、受注は前年同期比で大幅な

減少となりました。一方、小型二次電池製造装置等その他の装置の受注については、第１四半期連結会計
期間を底として第２四半期連結会計期間には回復の兆しが見られました。 
(セミコンシステム事業) 
厳しい事業環境の影響で受注・売上とも前年同期比で減少しましたが、受注においては緩やかながら回

復してまいりました。 
当第２四半期連結累計期間の売上高は15,166百万円（前年同期比20.4％減）、営業利益は605百万円

（前年同期比78.3％減）、経常利益は547百万円（前年同期比79.8％減）、四半期純利益は338百万円（前
年同期比79.1％減）となりました。 
  
平成21年12月期第１四半期連結会計期間に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年

12月期第１四半期決算短信（平成21年４月23日開示）をご参照ください。 
なお、前年同期比の増減率及び金額は適用される会計基準が異なるため、参考情報として記載しており

ます。 
  

総資産は、前連結会計年度末に対して1,168百万円減少し、27,595百万円となりました。これは、仕掛
品の減少464百万円、有形固定資産の減少370百万円などによるものです。 
負債合計は、前連結会計年度末に対して1,390百万円減少し、15,341百万円となりました。これは、未

払法人税等の減少826百万円、支払手形及び買掛金の減少370百万円などによるものです。 
純資産合計は、前連結会計年度末に対して221百万円増加し、12,254百万円となりました。 

  

【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２四半期連結会計期間）

（当第２四半期連結累計期間）

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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事業環境は一部に明るさが出てきたものの先行きは依然不透明であり、当社グループが関わる業界は、
設備投資の抑制が顕著で非常に厳しい状況となっております。このような状況の中で、当社グループは事
業体質のレベルを上げ、厳しい事業環境を乗り越える「圧倒的な競争力」を創造してまいります。 
  
なお、平成21年12月期通期の業績予想につきましては、内製化、コストダウンの成果を鑑み、平成21年

４月23日公表の業績予想を次のとおり修正いたします。 
  

 
  

  

該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
  

②棚卸資産の評価方法 
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年12月期の連結業績予想の修正（平成21年１月１日～平成21年12月31日）

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

前回発表予想 26,000 650 500 460 57.11

今回修正予想 26,000 700 550 500 62.04

増減額 ─ 50 50 40 4.93

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
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①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、
改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 
  

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低
下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

が82百万円それぞれ減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、過年度対応分として利益剰余金期首残高は34百万円

減少しております。また、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、7百万円それぞれ
減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

④「リース取引に関する会計基準」の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 終改正平成19年３月30日 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」（企業会計基準委員会 終改正平成19
年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間より早期適用しております。
  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・リース取引について
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ありません。 

  

（追加情報） 
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用

年数の変更を行っております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、18百万円それぞれ減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

(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
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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：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 835 992

受取手形及び売掛金 6,129 6,129

仕掛品 7,524 7,989

原材料及び貯蔵品 235 257

繰延税金資産 185 201

その他 57 203

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 14,968 15,772

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,674 7,654

減価償却累計額 △2,671 △2,456

建物及び構築物（純額） 5,003 5,197

機械装置及び運搬具 3,577 3,461

減価償却累計額 △2,114 △1,879

機械装置及び運搬具（純額） 1,462 1,582

土地 4,705 4,693

その他 947 938

減価償却累計額 △664 △587

その他（純額） 282 350

有形固定資産合計 11,453 11,823

無形固定資産 228 225

投資その他の資産   

投資有価証券 3 3

繰延税金資産 896 896

その他 56 52

貸倒引当金 △10 △9

投資その他の資産合計 945 942

固定資産合計 12,627 12,991

資産合計 27,595 28,763
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 9,059 9,429

関係会社短期借入金 2,700 2,700

未払金 133 581

未払費用 327 422

未払法人税等 307 1,134

製品保証引当金 75 85

賞与引当金 6 3

その他 351 135

流動負債合計 12,962 14,491

固定負債   

退職給付引当金 2,299 2,160

役員退職慰労引当金 78 78

固定負債合計 2,378 2,239

負債合計 15,341 16,731

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,712 2,707

資本剰余金 3,940 3,935

利益剰余金 5,674 5,491

自己株式 △42 △42

株主資本合計 12,284 12,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 0

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △30 △60

評価・換算差額等合計 △30 △60

純資産合計 12,254 12,032

負債純資産合計 27,595 28,763
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 15,166

売上原価 13,542

売上総利益 1,623

販売費及び一般管理費 1,018

営業利益 605

営業外収益  

不動産賃貸料 11

為替差益 6

その他 1

営業外収益合計 19

営業外費用  

支払利息 16

退職給付会計基準変更時差異の処理額 58

その他 2

営業外費用合計 76

経常利益 547

特別利益  

補助金収入 78

特別利益合計 78

税金等調整前四半期純利益 625

法人税等 287

四半期純利益 338
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,218

売上原価 8,363

売上総利益 854

販売費及び一般管理費 496

営業利益 358

営業外収益  

不動産賃貸料 4

為替差益 2

その他 0

営業外収益合計 7

営業外費用  

支払利息 8

退職給付会計基準変更時差異の処理額 29

その他 1

営業外費用合計 38

経常利益 327

税金等調整前四半期純利益 327

法人税等 129

四半期純利益 198
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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 625

減価償却費 539

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9

賞与引当金の増減額（△は減少） 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 138

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 16

為替差損益（△は益） △7

有形固定資産売却損益（△は益） 0

補助金収入 △78

売上債権の増減額（△は増加） 3

たな卸資産の増減額（△は増加） 436

仕入債務の増減額（△は減少） △372

その他 230

小計 1,527

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △15

法人税等の支払額 △1,079

営業活動によるキャッシュ・フロー 433

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 △510

無形固定資産の取得による支出 △46

補助金の受取額 78

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △478

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 3,800

短期借入金の返済による支出 △3,800

株式の発行による収入 9

配当金の支払額 △120

財務活動によるキャッシュ・フロー △111

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156

現金及び現金同等物の期首残高 989

現金及び現金同等物の四半期末残高 833
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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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令
第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用してお
ります。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

－ 11 －
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、製品等の種類の類似性に基づき区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ＦＡシステム事業………事務機器関連組立装置、小型二次電池製造装置、プリント基板関連装置等 

(2) セミコンシステム事業…ボンディング装置、その他半導体関連装置等 

３ 会計基準等の変更 

 ①「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  「定性的情報 ４その他 (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」

に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会

計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低価による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業費用が「セミコンシステ

ム事業」について81百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「ＦＡシステム事業」については影

響額は軽微であります。 

 ②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  「定性的情報 ４その他 (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」

に記載のとおり、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基

準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必

要な修正を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業費用が「ＦＡシステム事

業」について７百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「セミコンシステム事業」については影

響ありません。 

４ 追加情報 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の変

更を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業費用が「ＦＡシステム事

業」について16百万円、「セミコンシステム事業」について２百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少

しております。 

  

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

ＦＡ 
システム事業 
(百万円)

セミコン
システム事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 14,235 931 15,166 ─ 15,166

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 14,235 931 15,166 ─ 15,166

営業費用 13,247 1,314 14,561 ─ 14,561

営業利益又は営業損失(△) 987 △382 605 ─ 605
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用148百万円の主なものは、セグメント間の

内部売上高にかかる売上原価であります。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア……マレーシア、中国 

３ 会計基準等の変更 

 ①「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  「定性的情報 ４その他 (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」

に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会

計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低価による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業費用が「日本」について

82百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「アジア」については影響ありません。 

 ②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  「定性的情報 ４その他 (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」

に記載のとおり、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基

準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必

要な修正を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業費用が「アジア」につい

て７百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「日本」については影響ありません。 

４ 追加情報 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の変

更を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業費用が「日本」について

18百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「アジア」については影響ありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 15,163 3 15,166 ─ 15,166

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 122 122 (122) ─

計 15,163 125 15,288 (122) 15,166

営業費用 14,476 233 14,709 (148) 14,561

営業利益又は営業損失(△) 687 △108 578 26 605

(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」

 前年同四半期に係る財務諸表

(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 19,060 100.0

Ⅱ 売上原価 14,954 78.5

   売上総利益 4,105 21.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,311 6.8

   営業利益 2,793 14.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び
   受取配当金

1

 ２ 保険金受取益 0

 ３ その他 1 3 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 8

 ２ 退職給付会計基準
   変更時差異

58

 ３ 為替差損 14

 ４ その他 6 87 0.5

   経常利益 2,710 14.2

Ⅵ 特別損失

   固定資産廃棄損 20 20 0.1

   税金等調整前中間
   純利益

2,690 14.1

   法人税、住民税
   及び事業税

1,121

   法人税等調整額 △45 1,075 5.6

   中間純利益 1,614 8.5
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

     税金等調整前中間純利益 2,690

   減価償却費 227

   貸倒引当金の増加額 (又は減少額(△)) 0

   製品保証等引当金の増加額(又は減少額(△)) 29

   退職給付引当金の増加額 (又は減少額(△)) 112

   役員退職慰労引当金の増加額(又は減少額(△)) 20

   受取利息及び受取配当金 △1

   支払利息 8

   為替差損(又は差益(△)) 32

   有形固定資産廃棄損 10

   売上債権の減少額(又は増加額(△)) △2,900

   たな卸資産の減少額(又は増加額(△)) △1,033

   仕入債務の増加額(又は減少額(△)) 1,283

   未払費用の増加額(又は減少額(△)) 74

   未払消費税等の増加額(又は減少額(△)) △77

   その他 791

    小 計 1,267

   利息及び配当金の受取額 2

   利息の支払額 △5

   保険金の受取額 0

   法人税等の支払額 △1,249

   営業活動によるキャッシュ・フロー 15

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 △4,713

   有形固定資産の売却による収入 0

   無形固定資産の取得による支出 △26

   その他 △0

   投資活動によるキャッシュ・フロー △4,739

Ⅲ 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 6,500

   短期借入金の返済による支出 △3,900

   株式の発行による収入 42

   自己株式の取得による支出 △0

   配当金の支払額 △119

   財務活動によるキャッシュ・フロー 2,522

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △19

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額(△)) △2,220

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,974

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 753
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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〕

前中間連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日)

ＦＡ
システム事業
(百万円)

セミコン
システム事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 14,461 4,598 19,060 ─ 19,060

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 14,461 4,598 19,060 ─ 19,060

  営業費用 12,210 4,055 16,266 ─ 16,266

  営業利益 2,250 543 2,793 ─ 2,793

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日)

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 19,060 ─ 19,060 ─ 19,060

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 936 936 (936) ─

計 19,060 936 19,997 (936) 19,060

  営業費用 16,309 890 17,200 (934) 16,266

  営業利益 2,750 45 2,796 (2) 2,793
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(1) 受注実績 

当第２四半期連結累計期間における受注実績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。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績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。 

 
  

  

  

  

  

6. その他の情報

 受注及び販売の状況

事業の種類別セグメントの名称
受注高
(百万円)

前年同期比(％)
受注残高 
(百万円)

前年同期比(％)

ＦＡシステム事業 4,623 21.4 12,521 45.4

セミコンシステム事業 1,264 35.0 1,138 59.3

合計 5,888 23.4 13,660 46.3

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

ＦＡシステム事業 14,235 98.4

セミコンシステム事業 931 20.3

合計 15,166 79.6
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