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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10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9月期第3四半期 13,741 ― △3,286 ― △4,190 ― △2,818 ―

20年9月期第3四半期 30,560 29.9 6,116 65.7 5,643 54.9 3,346 66.6

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9月期第3四半期 △144.05 ―

20年9月期第3四半期 167.40 ―

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9月期第3四半期 33,928 21,070 58.9 1,025.04
20年9月期 42,808 25,615 57.0 1,233.16

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  19,979百万円 20年9月期  24,406百万円

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9月期 ― ― ― 45.00 45.00
21年9月期 ― ― ―

21年9月期 
（予想）

10.00 10.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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  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 20,100 △51.3 △3,400 ― △4,450 ― △3,500 ― △179.57
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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、３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、３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 

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。 

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9月期第3四半期 20,012,658株 20年9月期  20,012,658株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  521,232株 20年9月期  221,100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 19,562,946株 20年9月期第3四半期 19,991,616株
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 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、昨年秋の金融危機以降、世界規模で急激に悪化し、エレクトロニ

クス市場もかつてない甚大な影響を受けました。半導体や液晶パネル等電子デバイスメーカーは昨年秋より大幅な減

産を実施し、当社グループの経営環境もかつてない厳しい状況に置かれましたが、２－３月には各国政府の景気刺激

策が打ち出されたことや大幅な在庫調整の効果が現れてきたこともあり、デバイスメーカーの稼働率が回復するとと

もに景気の底打ちを感じるまでになりました。しかし依然として全般的に消費や生産の水準は低く、メーカー内での

工場の統廃合が進む等、厳しい状況が続きました。 

 このような環境の下、当社グループでは２月に緊急不況対策を発表し、固定費の削減や原価低減で収益性改善を図

るとともに、製品競争力をつけ、堅固な財務基盤づくりを進めることで、景気回復時にいち早く次なる成長へのステ

ップを踏める「瞬発力」を身につけるよう努めてまいりました。 

 しかしながら景気は緩やかな回復局面に入ったと思われますが、当社グループの売上高は未だ回復基調とはなって

おらず、利益面では、原価低減や経費削減を行ったものの、低水準な売上高が固定費負担を吸収しきれないことに加

えて、貸倒引当金や在庫評価損引当金等の増加、一部製品の売価下落等による粗利益率低下等があったため、大幅な

損失を計上することとなりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高13,741百万円、営業損失3,286百万円、経常損失4,190百万

円、四半期純損失2,818百万円となりました。 

  

 なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

（1）事業の種類別セグメント 

①半導体機器事業  

 当事業におきましては、昨年秋以降、半導体メーカーの急激な大幅減産や設備投資の凍結を受け、当社半導体

関連のすべての製品において著しく受注・売上が減少することとなりました。今年の２－３月を底に、デバイス

の在庫調整完了や液晶テレビ及び周辺機器等デジタル家電・スマートフォン・ネットブック等の需要増加を受

け、垂直型プローブカードは需要が回復いたしましたが、従来型プローブカードを含め全般的には需要が低水準

で推移し、特にＤＲＡＭ向けＭＥＭＳ型プローブカードにおいては、ＰＣ等による本格需要の到来がまだ先であ

ること等から需要の回復は大きく遅れており、受注・売上とも低調に推移いたしました。また、市場縮小下にお

ける競争激化等もあり、製品全般に単価の厳しさが見られました。 

 営業損益に関しては、緊急不況対策に基づく原価低減や固定費削減を進めたものの、大幅に減少した売上高に

対しての固定費負担は重く、損失を計上することとなりました。 

 この結果、受注高は8,862百万円、売上高は9,762百万円、営業損失は1,835百万円となりました。 

②ＦＰＤ機器事業 

 当事業におきましては、期初より、液晶パネルメーカーの大幅な減産と設備投資先送りによる納入延期を受

け、当社の液晶関連すべての製品において、受注・売上とも激減することとなりました。今年の２－３月を底

に、中国の「家電下郷（農村部向け家電販売促進策）」「以旧換新（都市部向け買い替え促進策）」や日本の

「エコ家電購入支援策」を受けて、液晶テレビ向け大型パネルの需要が活発化したため、メーカーの工場稼働率

もかなりの回復を見せましたが、検査器具プローブユニットの需要は中国向け廉価パネルの検査用として簡易版

での需要が主体で、受注・売上とも低調に推移いたしました。また一部メーカーで凍結されていた設備投資の再

開がありましたが、全般的に設備投資は抑制の段階にあり、検査装置の受注・売上の増加にはつながりませんで

した。 

 営業損益に関しては、原価低減や経費削減等に努めたものの、大幅に減少した売上高では固定費を吸収しきれ

ず、損失を計上することとなりました。また、４－６月においては低採算案件が多かったため利益率を押し下げ

る原因となりました。 

 この結果、受注高は5,750百万円、売上高は3,979百万円、営業損失は618百万円となりました。 

  

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
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（2）所在地別セグメント 

①日本 

 国内は、半導体及び液晶パネル市場の世界的悪化に伴い、半導体計測機器及び器具、液晶検査機器等ほぼすべ

ての製品の売上が振るわず、売上高10,953百万円、営業損失2,590百万円となりました。 

②アジア 

 アジアは、主に台湾及び韓国の大手液晶パネルメーカーの生産調整の影響を受け、現地子会社による液晶検査

器具の売上が振るわなかったものの、売上高1,481百万円、営業利益260百万円となりました。 

③米国 

 米国では、半導体の急激な市況悪化と円高進行に伴い、現地子会社での半導体検査器具アドバンストプローブ

カードの売上が振るわず、売上高1,291百万円、営業損失78百万円となりました。 

④その他 

 欧州では、半導体の急激な市況悪化と大手メーカーの経営破たんの影響で、現地子会社での半導体検査器具ア

ドバンストプローブカードの売上が振るわず、売上高15百万円、営業損失46百万円となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ8,879百万円減少し、33,928百万円

となりました。これは主に、現預金が4,482百万円、受取手形及び売掛金が4,612百万円減少したこと等によるも

のであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,335百万円減少し、12,857百万円となりました。これは主に、長短期借

入金が2,362百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が4,041百万円、未払法人税等が1,640百万円減少したこ

と等によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,544百万円減少し、21,070百万円となりました。これは主に、四半期

純損失の計上により利益剰余金が3,781百万円減少、自己株式取得により215百万円減少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３四半期連結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、前連結会計年度末に比

べ4,849百万円減少し、2,747百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動に使用された資金は3,849百万円となりました。これは主に売上債権の減少額4,477百万円、減価償却

費1,834百万円となったものの、仕入債務の減少額3,936百万円、法人税等の支払額1,850百万円、税金等調整前四

半期純損失4,099百万円があっ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） 

 投資活動に使用された資金は2,110百万円となりました。これは主にアドバンストプローブカード生産効率化の

ための設備等、有形固定資産の取得による支出1,163百万円があっ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） 

 財務活動によって取得した資金は1,221百万円となりました。これは主に配当金の支払額890百万円、自己株式

の取得による支出215百万円に対し、短期借入金と長期借入金を合わせた純借入の増加2,413百万円があったこと

等によるものであります。 

  

 平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

 該当事項はありません。  

   

① 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末に係

る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おります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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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 また、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り算定しております。 

② 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、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

よっております。 

  

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 棚卸資産の評価方法 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、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日公表分）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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

272百万円増加しております。 

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   

 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おります。 

 これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はあり

ません。 

④ リース取引に関する会計基準の適用  

 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、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、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。さらに、リース取引開始日

がリース会計基準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、引き続き通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はあり

ません。 

⑤ ロイヤリティ収入の計上区分の変更 

 当社の技術供与先から受け取るロイヤリティ収入については、従来、営業外収益として計上しておりました

が、第１四半期連結会計期間より、売上高に含めて計上することに変更いたしました。 

 この変更は、当該収入が当社の製品開発活動の成果であること、及び、平成20年11月に公表した新中期経営

計画『Challenge11』の基本方針において、グローバル競争力の強化を掲げ、①海外拠点の業容拡大、②販売

地域の拡大、③グローバルマーケティングの推進をしていくことを決定したことから、今後、海外における技

術供与先の製造販売の拡大に伴い、当該収入の金額的重要性が高くなることが見込まれるため、損益区分をよ

り適切に表示するために行ったものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高及び売上総利益は39

百万円増加し、営業損失は同額減少しております。経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありま

せん。 

  

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10年としておりましたが、第１四半期連

結会計期間より７年に変更しました。 

 この変更は平成20年度の法人税法の改正を契機に、資産の利用状況等を勘案した結果によるものであり、第

１四半期連結会計期間より耐用年数の短縮を行っております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

272百万円増加しております。   

（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

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成21年9月期 第3四半期決算短信
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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３四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,351 7,833

受取手形及び売掛金 7,636 12,248

有価証券 17 10

製品 111 137

仕掛品 3,926 3,571

原材料及び貯蔵品 358 645

その他 1,258 1,466

貸倒引当金 △673 △397

流動資産合計 15,986 25,516

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,110 5,782

機械装置及び運搬具（純額） 3,578 4,159

その他（純額） 3,120 3,931

有形固定資産合計 12,810 13,873

無形固定資産 1,365 1,331

投資その他の資産   

投資有価証券 1,215 1,242

その他 2,840 850

貸倒引当金 △290 △6

投資その他の資産合計 3,765 2,086

固定資産合計 17,941 17,291

資産合計 33,928 42,808

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,608 6,650

短期借入金 3,861 1,674

未払法人税等 27 1,668

賞与引当金 309 835

製品保証引当金 238 397

その他 2,192 2,527

流動負債合計 9,238 13,754

固定負債   

社債 360 390

長期借入金 1,790 1,615

退職給付引当金 834 823

役員退職慰労引当金 609 583

その他 22 25

固定負債合計 3,618 3,438

負債合計 12,857 17,192
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（単位：百万円）

当第３四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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,018 5,018

資本剰余金 5,769 5,769

利益剰余金 9,984 13,765

自己株式 △671 △455

株主資本合計 20,101 24,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 299 350

為替換算調整勘定 △420 △42

評価・換算差額等合計 △121 308

新株予約権 185 190

少数株主持分 905 1,019

純資産合計 21,070 25,615

負債純資産合計 33,928 42,808
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 13,741

売上原価 10,980

売上総利益 2,761

販売費及び一般管理費 6,048

営業損失（△） △3,286

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 3

受取賃貸料 21

その他 51

営業外収益合計 96

営業外費用  

支払利息 55

持分法による投資損失 23

訴訟関連費用 609

為替差損 173

その他 137

営業外費用合計 1,000

経常損失（△） △4,190

特別利益  

製品保証引当金戻入額 102

固定資産売却益 2

補助金収入 32

その他 19

特別利益合計 156

特別損失  

貸倒引当金繰入額 3

投資有価証券売却損 32

投資有価証券評価損 24

固定資産除却損 4

その他 0

特別損失合計 65

税金等調整前四半期純損失（△） △4,099

法人税、住民税及び事業税 185

法人税等調整額 △1,568

法人税等合計 △1,382

少数株主利益 101

四半期純損失（△） △2,818
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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（△） △4,099

減価償却費 1,834

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26

賞与引当金の増減額（△は減少） △508

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △110

製品保証引当金の増減額（△は減少） △150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 563

受取利息及び受取配当金 △22

支払利息 55

投資有価証券売却損益（△は益） 32

売上債権の増減額（△は増加） 4,477

たな卸資産の増減額（△は増加） △78

仕入債務の増減額（△は減少） △3,936

前受金の増減額（△は減少） 622

その他 119

小計 △1,156

利息及び配当金の受取額 30

利息の支払額 △51

法人税等の支払額 △1,850

その他の収入 1

その他の支出 △822

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,849

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 △922

定期預金の払戻による収入 423

有形固定資産の取得による支出 △1,163

有形固定資産の売却による収入 5

投資有価証券の取得による支出 △238

投資有価証券の売却及び償還による収入 4

その他の支出 △257

その他の収入 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,110
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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  

短期借入れによる収入 4,152

短期借入金の返済による支出 △2,215

長期借入れによる収入 1,370

長期借入金の返済による支出 △894

社債の償還による支出 △30

自己株式の取得による支出 △215

少数株主からの払込みによる収入 124

配当金の支払額 △890

少数株主への配当金の支払額 △180

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,221

現金及び現金同等物に係る換算差額 △111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,849

現金及び現金同等物の期首残高 7,596

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,747
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

   当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

  

  

   当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

  

  

   当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
半導体機器事
業（百万円） 

ＦＰＤ機器事
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  9,762  3,979  13,741  －  13,741

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  － ( ) －  －

計  9,762  3,979  13,741 ( ) －  13,741

営業損失（△）  △1,835  △618  △2,453 ( ) 833  △3,286

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
米国

（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  10,953  1,481  1,291  15  13,741  －  13,741

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,182  566  16  32  1,798 ( ) 1,798  －

計  12,136  2,048  1,308  47  15,540 ( ) 1,798  13,741

 営業利益又は営業損失（△）  △2,590  260  △78  △46  △2,454 ( ) 831  △3,286

〔海外売上高〕

  アジア 米国 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,987  1,151  320  8,460

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  13,741

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％） 
 50.8  8.4  2.4  61.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成21年9月期 第3四半期決算短信
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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３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  30,560

Ⅱ 売上原価  17,514

売上総利益  13,046

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,930

営業利益  6,116

Ⅳ 営業外収益  288

Ⅴ 営業外費用  761

経常利益  5,643

Ⅵ 特別利益  168

Ⅶ 特別損失  21

税金等調整前四半期純利益  5,790

税金費用  2,127

少数株主利益  316

四半期純利益  3,346

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成21年9月期 第3四半期決算短信
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前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年９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      

税金等調整前四半期純利益  5,790

減価償却費  1,576

売上債権の増加額 △149

たな卸資産の増加額 △1,300

仕入債務の増加額  1,285

その他  1,563

小計  8,766

利息及び配当金の受取額  41

利息の支払額 △52

その他 △363

法人税等の支払額 △1,896

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,496

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 △2,819

その他 △592

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,411

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入れ（返済）による純収入  470

長期借入れ（返済）による純支出 △897

配当金の支払額 △799

その他 △97

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,324

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △160

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,599

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,383

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  7,983

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成21年9月期 第3四半期決算短信
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前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
半導体機器事業
（百万円） 

ＦＰＤ機器事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  21,320  9,240  30,560   －  30,560

営業費用  15,579  7,753  23,333   1,111  24,444

営業利益  5,740  1,486  7,227 ( ) 1,111  6,116

（株）日本マイクロニクス（6871） 平成21年9月期 第3四半期決算短信
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