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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 25,983 △50.1 △6,141 ― △7,446 ― △2,522 ―

21年3月期第1四半期 52,063 ― △834 ― △1,169 ― △3,052 ―

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

22年3月期第1四半期 △10.63 ―

21年3月期第1四半期 △12.86 ―

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

22年3月期第1四半期 256,879 71,584 27.5 297.62
21年3月期 246,917 69,714 28.1 292.12

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  70,657百万円 21年3月期  69,352百万円

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  
 

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  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

第2四半期 
連結累計期間

65,500 △46.7 △14,000 ― △16,000 ― △11,000 ― △46.33

通期 140,000 △36.1 △20,000 ― △23,500 ― △15,000 ― △63.18
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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  
(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) 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 

 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 253,974,333株 21年3月期  253,974,333株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  16,565,889株 21年3月期  16,562,258株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 237,410,098株 21年3月期第1四半期 237,415,218株
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 当第1四半期連結会計期間(平成21年4月1日～6月30日)における世界経済は、前年度後半からの金融危機に端を発し

た景気後退が継続し、厳しい状況が続きました。わが国経済におきましては、電子部品などの分野において輸出・生

産に持ち直しの動きがみられたものの、雇用情勢の悪化や設備投資の減少が続くなど、先行き不透明な状況が続きま

した。 

 当社を取り巻く事業環境では、中国や日本国内における消費奨励策を受けた液晶テレビなどデジタル家電の需要増

加などにより在庫調整が一巡し、半導体・液晶パネルメーカーの工場稼働率に改善の兆しがみられたものの、引き続

き新規の設備投資は抑制され、非常に厳しい状況が続きました。 

 このような状況の中、当第1四半期連結会計期間における当社グループの業績につきましては、売上高は259億8千3

百万円と前年同期に比べ260億7千9百万円(50.1％)の大幅な減少となりました。利益面では、再建策を含め大幅なコス

ト削減を実施しましたが、売上の減少による影響が大きく、61億4千1百万円の営業損失(前年同期に比べ53億6百万円

の悪化)となりました。 

 営業外費用において支払利息が増加するとともに持分法による投資損失や為替差損などが発生し、経常損失は74億4

千6百万円(前年同期に比べ62億7千6百万円の悪化)となりました。 

 また、関連会社であった株式会社SOKUDOの連結子会社化に伴い、段階取得に係る差益ならびに負ののれん発生益を

特別利益として計上しました。 

 以上の結果、四半期純損失は25億2千2百万円（前年同期に比べ5億2千9百万円の改善)となりました。 

  

 事業セグメント別の業績は以下のとおりです。 

  

（電子工業用機器事業） 

 電子工業用機器事業におきましては、半導体製造装置は、台湾向けの売上が枚葉式洗浄装置を中心に前年同期に比

べ増加しましたが、それ以外の地域向けの売上は、半導体メーカーの設備投資抑制の影響を受け、前下半期に続き低

調に推移しました。FPD製造装置につきましては、液晶パネルメーカーにおいて設備投資が大幅に抑制され、当社製品

の売上は前年同期に比べ大きく減少しました。その他の電子工業用機器につきましても、プリント配線板メーカーの

設備投資が引き続き低調に推移し、前年同期に比べ売上が減少しました。以上から、当セグメントの売上高は179億9

千3百万円と前年同期に比べ192億1千5百万円(51.6％)減少し、50億円の営業損失(前年同期に比べ36億3千2百万円の悪

化)となりました。 

   

（画像情報処理機器事業） 

 画像情報処理機器事業では、金融危機の影響から、日本、欧州、北米においてCTP(Computer to Plate)関連製品の

売上が低迷するとともに、POD(Print on Demand)製品や大型インクジェットプリンターの売上も前年同期に比べ減少

しました。以上から、当セグメントの売上高は77億4千5百万円と前年同期に比べ66億7千1百万円(46.3％)減少し、9億

9千9百万円の営業損失(前年同期は4億9千2百万円の営業利益)となりました。 

  

（その他事業） 

 その他事業につきましては、売上高は2億4千3百万円と前年同期に比べ1億9千2百万円(44.1％)減少し、営業損失は1

億4千万円(前年同期は4千1百万円の営業利益)となりました。 

  

  

 当第1四半期連結会計期間末の資産合計は2,568億7千9百万円と前連結会計年度末に比べ99億6千1百万円(4.0％)増加

しました。流動資産では、受取手形及び売掛金が154億5千1百万円減少した一方で、現金及び預金が243億7千1百万円

増加しました。固定資産では、保有株式の時価の上昇により、投資有価証券が48億9千4百万円増加しました。 

 負債合計は1,852億9千5百万円と前連結会計年度末に比べ80億9千1百万円(4.6％)増加しました。流動負債では、支

払手形及び買掛金が158億5千5百万円減少しましたが、固定負債では、シンジケートローンによる資金調達を実施した

結果、長期借入金が288億8千7百万円増加しました。有利子負債につきましては、前連結会計年度末に比べ284億3千2

百万円(27.7％)増加し1,310億1千4百万円となりました。 

 純資産から少数株主持分を除いた自己資本は、四半期純損失の計上により利益剰余金が減少しましたが、保有株式

の時価上昇によりその他有価証券評価差額金が増加したことなどから、706億5千7百万円と前連結会計年度末に比べ13

億4百万円(1.9％)増加しました。 

 以上の結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の28.1％から0.6ポイント低下し

27.5％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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失、仕入債務の減少などの支出項目および段階取

得に係る差益、負ののれん発生益などの現金を伴わない収益項目が、減価償却費や売上債権の減少、たな卸資産の減

少などの収入項目を上回り、60億6千3百万円の支出(前年同期は30億8千1百万円の収入)となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、株式会社SOKUDOの連結子会社化に伴い「連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による収入」を計上したほか、有形固定資産の売却などにより、37億7千7百万円の収入(前年同期は29億5千

万円の支出）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金、長期借入金の返済を実施した一方で、シンジケートローンに

よる長期借り入れやセール・アンド・リースバックによる資金調達を行い、268億1千3百万円の収入（前年同期は51億

1千6百万円の収入）となりました。 

 以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ247億8千8百万

円増加し、498億9千9百万円となりました。 

  

   

 本年5月の平成21年3月期の決算発表時点では、当社の主要顧客である半導体・液晶パネルメーカーにおける設備投

資動向の見通しが立たず、適切な予想値を算出することが困難であったため、平成22年3月期の業績予想については未

定としておりましたが、今般、当第1四半期の受注状況等を踏まえた当期の売上見通しが可能になりましたので、現在

取り組んでおります再建策の効果を含め、本日、第2四半期連結累計期間および通期の業績予想を公表しております。

  

 今後の経済環境につきましては、中国における個人消費の持ち直しや各国の経済対策などにより世界的な景気後退

に底打ち感はみられるものの、金融危機の実体経済への影響は大きく、本格的な回復の時期につきましては依然とし

て不透明な状況であります。 

 当社グループを取り巻く事業環境では、半導体・液晶パネルメーカーの工場稼動率に改善の動きがみられるととも

に、液晶テレビやネットブックなどの更なる需要増加が期待されております。しかしながら、先行き不透明感から、

本格的な設備投資の再開には至っておらず、当面、非常に厳しい状況が続くものと予想されます。 

 当社グループでは、今回の事業環境の急激な悪化を受け、事業の見直し、組織・事業所の統廃合、人員削減等を柱

とする再建策に取り組んでおり、400億円規模のコスト削減による損益分岐点の大幅な引き下げを目指しております。

再建策につきましては、これまでに実施した工場の一時休止、営業拠点の統廃合、グループ企業の整理・統合、希望

退職による人員削減などを含め、現時点において目標額の約8割強について達成の目処をつけており、来期の黒字化に

向け着実に進捗しております。 

 かかる状況のなか、平成22年3月期の業績につきましては、液晶パネルメーカーにおける設備投資抑制の影響から

FPD製造装置の売上が急減する見込みであるとともに、主力の半導体製造装置も前下半期に続き低迷することが予想さ

れます。さらに、画像情報処理機器につきましても、世界的な景気後退の影響から低調に推移すると見込まれること

から、当社グループの売上は前期に比べ大幅に減少する見込みであります。利益面につきましては、再建策によるコ

スト削減効果は見込めるものの、大幅な売上減少により、営業損失および経常損失の悪化を予想しております。 

  

【平成22年3月期連結業績予想】 

  

 当社グループでは、引き続き再建策に注力しコスト削減を進めるとともに、受注の確保、収益性の向上に努めてま

いります。 

 平成22年3月期の期末配当につきましては、上記の業績予想のとおり、売上の大幅な減少が避けられず多額の損失を

計上する見込みであることから、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきたく存じます。 

  

(注)上記業績予想の前提となる当期の為替レートは1米ドル＝95円、1ユーロ＝135円を想定しております。なお、業績

予想は、当社が現在入手している情報およ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。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

      第2四半期連結累計期間 通 期 

 売上高            65,500百万円          140,000百万円 

 営業損失(△)          △14,000          △20,000 

 経常損失(△)          △16,000          △23,500 

 当期(四半期)純損失(△)          △11,000          △15,000 
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  該当事項はありません。  

  

  

①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1四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います。 

  

 2)棚卸資産の評価方法 

 当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計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定する方法によっています。 

  

 3)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関しては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっています。 

  

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

 税金費用については、主として当第1四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効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効税率を乗じて計算してい

ます。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法

定実効税率を使用する方法によっています。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

  

企業結合に関する会計基準等の適用 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基

 準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会

 計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月

 26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計

 基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が平成

 21年４月１日以後開始する連結会計年度において 初に実施される企業結合及び事業分離等から適用すること

 ができることになったことに伴い、当第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ています。 

  

  

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：百万円）

当第１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,271 25,899

受取手形及び売掛金 50,548 65,999

有価証券 476 －

商品及び製品 36,713 36,204

仕掛品 25,147 28,006

原材料及び貯蔵品 7,322 8,019

繰延税金資産 1,230 1,191

その他 3,959 4,229

貸倒引当金 △1,477 △1,359

流動資産合計 174,191 168,190

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 55,166 55,096

機械装置及び運搬具 30,827 33,702

その他 29,919 26,725

減価償却累計額 △66,042 △64,570

有形固定資産合計 49,871 50,954

無形固定資産   

その他 1,654 1,750

無形固定資産合計 1,654 1,750

投資その他の資産   

投資有価証券 25,100 20,205

その他 7,578 6,539

貸倒引当金 △1,516 △723

投資その他の資産合計 31,162 26,021

固定資産合計 82,688 78,727

資産合計 256,879 246,917
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（単位：百万円）

当第１四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,930 42,785

短期借入金 35,392 39,095

1年内償還予定の新株予約権付社債 14,999 14,999

1年内返済予定の長期借入金 7,822 7,822

リース債務 2,497 1,670

未払法人税等 455 910

設備関係支払手形 217 290

役員賞与引当金 7 37

製品保証引当金 3,730 3,963

事業構造改善引当金 5,834 6,079

受注損失引当金 96 324

その他 12,782 14,451

流動負債合計 110,767 132,430

固定負債   

社債 19,500 19,500

長期借入金 42,354 13,467

リース債務 8,447 6,026

退職給付引当金 560 665

役員退職慰労引当金 126 124

債務保証損失引当金 43 45

その他 3,494 4,943

固定負債合計 74,527 44,772

負債合計 185,295 177,203

純資産の部   

株主資本   

資本金 54,044 54,044

資本剰余金 30,155 30,155

利益剰余金 6,211 8,733

自己株式 △12,220 △12,219

株主資本合計 78,191 80,714

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,498 176

繰延ヘッジ損益 △2 △4

為替換算調整勘定 △11,029 △11,534

評価・換算差額等合計 △7,534 △11,362

少数株主持分 927 361

純資産合計 71,584 69,714

負債純資産合計 256,879 246,917
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

売上高 52,063 25,983

売上原価 39,003 22,531

売上総利益 13,060 3,452

販売費及び一般管理費 13,894 9,593

営業損失（△） △834 △6,141

営業外収益   

受取利息 65 29

受取配当金 258 173

為替差益 383 －

その他 520 367

営業外収益合計 1,227 570

営業外費用   

支払利息 363 484

債権売却損 40 32

為替差損 － 156

持分法による投資損失 860 628

その他 298 574

営業外費用合計 1,562 1,875

経常損失（△） △1,169 △7,446

特別利益   

段階取得に係る差益 － 2,612

負ののれん発生益 － 2,471

持分変動利益 14 －

債務保証損失引当金戻入額 4 －

その他 － 287

特別利益合計 18 5,371

特別損失   

事業構造改善費用 － 376

たな卸資産評価損 2,426 －

特別損失合計 2,426 376

税金等調整前四半期純損失（△） △3,577 △2,451

法人税等 △539 78

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,529

少数株主利益又は少数株主損失（△） 14 △7

四半期純損失（△） △3,052 △2,522
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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損失（△） △3,577 △2,451

減価償却費 2,161 1,686

のれん償却額 245 －

持分法による投資損益（△は益） 860 628

負ののれん発生益 － △2,471

段階取得に係る差損益（△は益） － △2,612

退職給付引当金の増減額（△は減少） △324 △105

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △30

製品保証引当金の増減額（△は減少） △355 △378

受注損失引当金の増減額（△は減少） － △228

事業構造改善費用 － 376

受取利息及び受取配当金 △323 △203

支払利息 363 484

売上債権の増減額（△は増加） 18,613 15,650

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,568 4,284

その他の流動資産の増減額（△は増加） △773 117

仕入債務の増減額（△は減少） 1,443 △15,760

未払費用の増減額（△は減少） △1,416 △349

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,589 △2,520

その他 △81 △381

小計 5,607 △4,264

利息及び配当金の受取額 325 206

利息の支払額 △278 △235

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 △887 △952

事業構造改善費用の支払額 － △152

法人税等の支払額 △1,686 △664

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,081 △6,063

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 25 △62

有形固定資産の取得による支出 △1,930 △247

有形固定資産の売却による収入 55 1,813

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 2,615

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △5

その他 △1,097 △331

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,950 3,777
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

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） 8,969 △3,200

長期借入れによる収入 － 30,000

長期借入金の返済による支出 △1,112 △1,112

セール・アンド・リースバック（ファイナンス・
リース）による収入

－ 1,626

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △359 △495

自己株式の純増減額（△は増加） 0 △0

配当金の支払額 △2,374 －

少数株主への配当金の支払額 △7 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,116 26,813

現金及び現金同等物に係る換算差額 567 260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,815 24,788

現金及び現金同等物の期首残高 24,980 25,111

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△91 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,703 49,899
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 事業区分は、製品系列の区分によっている。 

２ 各事業区分の主要製品 

電子工業用機器………半導体製造装置、ＦＰＤ製造装置、プリント配線板製造装置、保守サービス 

画像情報処理機器……ＣＴＰ（印刷版出力装置）、デジタル印刷機、その他印刷・製版関連機器、 

文字フォント、保守サービス 

その他…………………リース、印刷、ロジスティクス他 

３ セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に物流サービス子会社の当社及びグループ各社へのサービス売

上である。 

４ 会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、当社および国内連結子会社は主として先入先出法

又は個別法による原価法によっていたが、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、主として先入先出法又は個別法に

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)により算定している。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて電子工業用機器の営業損失が215百万円増加し、画像情報処

理機器およびその他の営業利益がそれぞれ27百万円、0百万円減少している。 

  （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） 

当第１四半期連結会計期間より、「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」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っている。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べて電子工業用機器の営業損失が13百万円減少し、画像情報処理機器の

営業利益が0百万円減少している。 

  （リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、当社および国内連結子会社は通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっていたが、「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、当第１四半期連結会計期間より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いる。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いる。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて電子工業用機器の営業損失が34百万円減少し、画像情報処理

機器の営業利益が3百万円増加し、その他の営業利益が12百万円減少している。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

  
電子工業用 

機器 
（百万円） 

画像情報
処理機器 

（百万円） 

その他 
  

（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 
 37,209  14,417  436  52,063  ―  52,063

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  2,087  2,087 (2,087)  ―

計  37,209  14,417  2,523  54,150 (2,087)  52,063

営業利益 

又は営業損失（△） 
 △1,368  492  41  △834  ―  △834
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 事業区分は、製品系列の区分によっている。 

２ 各事業区分の主要製品 

電子工業用機器………半導体製造装置、ＦＰＤ製造装置、プリント配線板製造装置、保守サービス 

画像情報処理機器……ＣＴＰ（印刷版出力装置）、デジタル印刷機、その他印刷・製版関連機器、 

文字フォント、保守サービス 

その他…………………印刷、ロジスティクス他 

３ セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に物流サービス子会社の当社及びグループ各社へのサービス売

上である。 

  

  

  
電子工業用 

機器 
（百万円） 

画像情報
処理機器 

（百万円） 

その他 
  

（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 
 17,993  7,745  243  25,983  ―  25,983

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  1,177  1,177 (1,177)  ―

計  17,993  7,745  1,421  27,160 (1,177)  25,983

営業損失（△）  △5,000  △999  △140  △6,141  ―  △6,141
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………………米国 

(2）アジア・オセアニア…シンガポール、中国、台湾、韓国、オーストラリア 

(3）欧州……………………イギリス、ドイツ、オランダ、フランス、イタリア、アイルランド、イスラエル 

３ 会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、当社および国内連結子会社は主として先入先出法

又は個別法による原価法によっていたが、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、主として先入先出法又は個別法に

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)により算定している。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて日本の営業損失が243百万円増加している。 

  （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） 

当第１四半期連結会計期間より、「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」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っている。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べてアジア・オセアニアの営業利益が0百万円減少し、欧州の営業損失

が13百万円減少している。 

  （リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、当社および国内連結子会社は通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっていたが、「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、当第１四半期連結会計期間より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いる。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いる。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて日本の営業損失が25百万円減少している。 

b. 所在地別セグメント情報

  

  
日本  
  

（百万円） 

 
北米 
  

（百万円）

アジア・
オセアニア
（百万円）

欧州 
  

（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 
 34,538  6,622  5,872  5,029  52,063  ―  52,063

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 10,331  △27  1,302  127  11,734 (11,734)  ―

計  44,869  6,595  7,175  5,157  63,797 (11,734)  52,063

営業利益 

又は営業損失（△） 
 △1,141  43  615  △354  △837  2  △834

－13－

大日本スクリーン製造㈱　(7735)　平成22年３月期　第１四半期決算短信



  

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

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………………米国 

(2）アジア・オセアニア…シンガポール、中国、台湾、韓国、オーストラリア 

(3）欧州……………………イギリス、ドイツ、オランダ、フランス、イタリア、アイルランド、イスラエル 

  

  

  

  
日本  
  

（百万円） 

 
北米 
  

（百万円）

アジア・
オセアニア
（百万円）

欧州 
  

（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 
 19,001  2,904  2,361  1,715  25,983  ―  25,983

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,597  296  859  333  4,087 (4,087)  ―

計  21,599  3,201  3,220  2,049  30,070 (4,087)  25,983

営業利益 

又は営業損失（△） 
 △6,137  △6  113  △157  △6,187  46  △6,141
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………………米国、カナダ 

(2）アジア・オセアニア……シンガポール、マレーシア、中国、台湾、韓国、オーストラリア、インド 

(3）欧州………………………イギリス、ドイツ、オランダ、フランス、ベルギー、イタリア、アイルランド、

北欧、ロシア、東欧 

(4）その他の地域……………アフリカ、中近東、中南米 

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

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………………米国、カナダ 

(2）アジア・オセアニア……シンガポール、マレーシア、中国、台湾、韓国、オーストラリア、インド 

(3）欧州………………………イギリス、ドイツ、オランダ、フランス、ベルギー、イタリア、アイルランド、

北欧、ロシア、東欧 

(4）その他の地域……………アフリカ、中近東、中南米 

  

  

  

 該当事項はありません。 

   

c. 海外売上高

  北米
アジア・
オセアニア 

欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,983  22,158  5,376  1,608  36,127

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          52,063

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 13.4  42.6  10.3  3.1  69.4

  北米
アジア・
オセアニア 

欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,305  12,531  1,992  563  18,392

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          25,983

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 12.7  48.2  7.7  2.2  70.8

（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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平成22年３月期 第１四半期 決算補足資料

①連結決算の概要 ( 百万円未満切捨、その他は単位未満四捨五入 )

対 前期比

増減額 増減率

売上高 52,063 25,983 △26,079 △50.1% 219,049 65,500 140,000

営業利益 △834 △6,141 △5,306 ―  △4,509 △14,000 △20,000

(営業利益率) △1.6 % △23.6 % △22.0 pt ―  △2.1 % △21.4 % △14.3 %

経常利益 △1,169 △7,446 △6,276 ―  △11,743 △16,000 △23,500

(経常利益率) △2.2 % △28.7 % △26.5 pt ―  △5.4 % △24.4 % △16.8 %

当期純利益 △3,052 △2,522 ＋529 ―  △38,190 △11,000 △15,000

(当期純利益率) △5.9 % △9.7 % △3.8 pt ―  △17.4 % △16.8 % △10.7 %

総資産 298,976 256,879 ★ ＋9,961 ＋4.0% 246,917 ―  ―  

純資産 118,742 71,584 ★ ＋1,870 ＋2.7% 69,714 ―  ―  

自己資本 118,013 70,657 ★ ＋1,304 ＋1.9% 69,352 ―  ―  

自己資本比率 39.5 % 27.5 % ★ △0.6 pt ―  28.1 % ―  ―  

１株当たり純資産 497.08 円 297.62 円 ★ ＋5.49 円 ＋1.9% 292.12 円 ―  ―  

有利子負債 74,965 131,014 ★ ＋28,432 ＋27.7% 102,581 ―  ―  

営業キャッシュフロー 3,081 △6,063 ―  ―  △24,593 ―  ―  

投資キャッシュフロー △2,950 3,777 ―  ―  △6,920 ―  ―  

財務キャッシュフロー 5,116 26,813 ―  ―  34,071 ―  ―  

減価償却額 2,161 1,686 △475 △22.0% 8,413 3,500 7,400

設備投資額 712 233 △479 △67.3% 4,007 1,200 3,000

研究開発費 3,895 2,371 △1,524 △39.1% 16,072 6,500 13,600

グループ従業員数 5,150 人 5,125 人 ★ ＋133 人 ＋2.7% 4,992 人 ―  ―  

連結子会社数 46 社 47 社 ★ ─ 社 ―  47 社 ―  ―  

(国内) (21 社) (20 社) ★ (△1 社) ―  (21 社) ―  ―  

(海外) (25 社) (27 社) ★ (＋1 社) ―  (26 社) ―  ―  

関連会社数 4 社 2 社 ★ △2 社 ―  4 社 ―  ―  

(内持分法適用会社数) (4 社) (2 社) ★ (△2 社) ―  (4 社) ―  ―  

★は対前期末(21年３月期)増減

21年３月期

第１四半期実績

21年３月期

第２四半期連結
累計期間予想

通期予想実績

22年３月期

第１四半期実績

22年３月期
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②事業別連結売上高 ( 百万円 )

21年３月期 22年３月期

第１四半期
実　　績

第２四半期
実　　績

第２四半期
累計期間実績

第３四半期
実　　績

第４四半期
実　　績

通期実績
第１四半期
実　　績

第２四半期
累計期間予想

通期予想

電子工業用機器事業

国 内 6,363 13,092 19,455 4,114 3,069 26,638 1,310 ― ― 

海 外 17,467 21,121 38,588 14,114 10,407 63,110 13,821 ― ― 

計 23,830 34,213 58,044 18,228 13,476 89,749 15,132 34,700 72,500 

国 内 2,843 1,405 4,248 2,135 5,713 12,097 1,620 ― ― 

海 外 9,311 15,193 24,505 15,367 10,427 50,300 620 ― ― 

計 12,155 16,598 28,754 17,503 16,140 62,397 2,241 10,900 21,000 

国 内 721 1,963 2,685 1,641 1,678 6,006 351 ― ― 

海 外 502 738 1,240 369 393 2,003 268 ― ― 

計 1,224 2,702 3,926 2,010 2,072 8,009 620 1,800 4,400 

国 内 9,928 16,461 26,389 7,891 10,461 44,742 3,282 ― ― 

海 外 27,281 37,054 64,335 29,851 21,228 115,414 14,711 ― ― 

計 37,209 53,515 90,724 37,742 31,689 160,156 17,993 47,400 97,900 

画像情報処理機器事業

国 内 5,593 6,892 12,485 6,520 6,821 25,827 4,170 ― ― 

海 外 8,824 9,772 18,596 7,145 5,525 31,267 3,575 ― ― 

計 14,417 16,664 31,081 13,666 12,347 57,095 7,745 17,700 41,400 

その他

国 内 414 527 941 379 390 1,711 138 ― ― 

海 外 22 53 75 ― 10 85 105 ― ― 

計 436 581 1,017 379 400 1,797 243 400 700 

国 内 15,935 23,880 39,816 14,791 17,673 72,281 7,591 ― ― 

合　　計 海 外 36,127 46,879 83,007 36,996 26,763 146,767 18,392 ― ― 

計 52,063 70,760 122,823 51,788 44,436 219,049 25,983 65,500 140,000 

海外比率 69.4% 66.3% 67.6% 71.4% 60.2% 67.0% 70.8% ― ― 

③事業別連結受注状況 ( 百万円 )

21年３月期 第１四半期 21年３月期 第２四半期 21年３月期 第３四半期 21年３月期 第４四半期 22年３月期 第１四半期

(平成20年４月～６月) (平成20年７月～９月) (平成20年10月～12月) (平成21年１月～３月) (平成21年４月～６月)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

電子工業用機器事業

国 内 9,932 16,064 5,101 8,073 2,988 6,947 2,586 6,463 953 6,834 

海 外 19,972 35,401 26,319 40,599 6,011 32,495 4,893 26,981 10,268 24,652 

計 29,904 51,465 31,421 48,672 8,998 39,442 7,479 33,444 11,220 31,486 

国 内 12,120 17,553 3,904 20,051 1,061 18,977 △2,433 10,831 631 9,840 

海 外 16,738 53,093 266 38,165 603 23,400 3,323 16,296 264 15,939 

計 28,859 70,646 4,169 58,216 1,664 42,377 890 27,127 894 25,780 

国 内 992 1,500 1,864 1,400 1,851 1,609 172 102 454 205 

海 外 490 268 615 145 423 199 273 78 435 244 

計 1,482 1,768 2,479 1,545 2,273 1,808 445 180 889 449 

国 内 23,044 35,117 10,869 29,524 5,900 27,533 324 17,396 2,038 16,879 

海 外 37,200 88,762 27,200 78,909 7,038 56,094 8,490 43,356 10,966 40,835 

計 60,246 123,879 38,069 108,433 12,937 83,627 8,814 60,751 13,004 57,715 

画像情報処理機器事業

国 内 5,222 908 7,928 1,943 6,204 1,627 6,694 1,498 3,750 1,078 

海 外 9,263 6,140 8,402 4,769 5,088 2,711 4,169 1,355 3,659 1,438 

計 14,485 7,048 16,330 6,712 11,292 4,338 10,864 2,853 7,408 2,516 

その他

国 内 10 ─ 71 ─ 44 ─ 3 ─ 1 ― 

海 外 21 ─ 53 ─ ― ─ 11 ─ 104 ― 

計 31 ─ 124 ─ 44 ─ 14 ─ 105 ― 

国 内 28,276 36,025 18,868 31,467 12,148 29,160 7,021 18,894 5,788 17,957 

合　　計 海 外 46,484 94,901 35,655 83,678 12,126 58,805 12,670 44,711 14,729 42,273 

計 74,762 130,926 54,523 115,145 24,273 87,965 19,692 63,605 20,517 60,230 

海外比率 62.2% 72.5% 65.4% 72.7% 50.0% 66.9% 64.3% 70.3% 71.8% 70.2%

(注) 22年３月期第１四半期の半導体製造装置の受注残高に、株式会社SOKUDOの連結子会社化に伴う調整額1,954百万円を加算している。

その他計

事業計

事業計

その他計

半導体製造装置

その他の電子工業用機器
及び部品

ＦＰＤ製造装置

半導体製造装置

その他の電子工業用機器
及び部品

事業計

事業計

ＦＰＤ製造装置
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