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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 2,845 △39.1 △596 ― △527 ― △856 ―

20年12月期第2四半期 4,675 △35.0 △344 ― △347 ― △199 ―

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 △251.97 ―

20年12月期第2四半期 △58.67 ―

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 11,762 6,445 54.8 1,895.94
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2四半期  6,445百万円 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
21年12月期 ― ―

21年12月期 
（予想）

― 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 8,622 △12.7 △960 ― △900 ― △1,442 ― △424.36
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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  
詳細は、４ページ「【定性情報・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） 

詳細は、４ページ「【定性情報・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 

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2四半期 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2四半期  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2四半期 3,399,864株 20年12月期第2四半期 3,399,892株
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   当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、依然として世界的な金融危機等の影響により景気後退の傾向が

 続いておりますが、一部に持ち直しの傾向が見られなど混沌とした状況で推移いたしました。 

  液晶や半導体業界につきましては薄型テレビ等を中心とした家電などの販売は堅調に推移しておりますが、設備

 投資につきましては国内、海外ともに依然として厳しい状況で推移いたしました。 

  このような状況のもと、半導体関連機器及び金型・樹脂成形品の営業に注力いたしましたが、当第２四半期 

 累計期間の業績は、売上高は28億45百万円（前年同期比39.1％減）、営業損失５億96百万円（前年同期は営業損失

 ３億44百万円）、経常損失５億27百万円（前年同期は経常損失３億47百万円）となりました。四半期純利益は、繰

 延税金資産の取崩しを行ったことにより四半期純損失８億56百万円（前年同期は四半期純損失１億99百万円）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） 

   液晶製造装置部門につきましては、 終製品の販売の堅調さに比べ設備投資は依然として厳しい状況で推移い

  たしました。国内はもとより海外につきましても新規装置の需要は激減しており、当面はこのような環境が続く

  ものと思われます。このような状況のもと、液晶製造装置部門の売上高は前年同期に比べ６億72百万円減収の18

  億99百万円（前年同期比26.2％減）となりました。半導体関連機器部門につきましては、昨年来の設備投資抑制

  の影響により液晶製造装置部門と同様に厳しい状況で推移いたしました。平成21年下期頃から回復を見込んでお

  りましたが回復にはもうしばらく時間がかかる見通しから、通期の業績予想の修正を行いました。このような状

  況のもと、半導体関連機器部門の売上高は前年同期に比べ５億57百万円減収の４億35百万円（前年同期比56.1％

  減）になりました。以上の結果、プロセス機器事業の業績は、売上高は前年同期に比べ12億30百万円減収の23億

  35百万円（前年同期比34.5％減）、営業損失は４億40百万円（前年同期は営業損失４億４百万円）となりまし 

  た。 

  （金型・樹脂成形事業）  

   金型・樹脂成形事業につきましては、市場の急激な悪化から徐々に回復に向かう状況での推移となりました。

  国内は依然として厳しさが残っておりますが、中国を拠点に回復を見込んでおります。このような状況のもと、

  金型・樹脂成形事業の売上高は、前年同期に比べ５億99百万円減収の５億９百万円（前年同期比54.0％減）、営

  業損失１億55百万円（前年同期は60百万円の営業利益）となりました。 

  

  当第２四半期累計会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より30億88百万円減少し117億62百万円となりまし

 た。主な要因は、現金及び預金が３億65百万円、受取手形及び売掛金が13億80百万円、たな卸資産が６億94百万円 

 それぞれ減少したこと等によるものであります。 

  当第２四半期累計期間末の負債合計は、前連結会計年度末より23億10百万円減少し53億16百万円となりました。 

 主な要因は、支払手形及び買掛金が22億81百万円、短期借入金が２億２百万円それぞれ減少したこと等によるもの 

 であります。 

  当第２四半期累計期間末の純資産合計は、利益剰余金の減少に伴い前連結会計年度末より７億77百万円減少した 

 64億45百万円なりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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。）の残高は、前連結会計年度末より３

億71百万円減少の15億57百万円となりました。当第２四半期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） 

 営業活動により使用した資金は２億37百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少22億67百万円、売上債権

の減少13億87百万円、たな卸資産の減少６億96百万円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） 

 投資活動により使用した資金は81百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出57百万円による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は72百万円となりました。これは主に借入金の返済による支出69百万円によるもので

あります。 

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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    平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年７月29日に公表いたしました「繰延税金資産の取崩し並び

 に平成21年12月期第２四半期累計会計期間及び通期の業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」から変更

 はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

①たな卸資産の評価方法 

  当第２四半期連結会計期間末のたな卸資産の算出につきましては、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に算出しております。 

②固定資産の計算方法 

  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。  

  

  

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方法）に変更しております。この変

     更に伴う損益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の影響は、当該取引がないためありません。  

  

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

（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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 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。 

  

  

  

  

ｂ.所在地別セグメント情報 

  

  

ｃ．海外売上高 

  

    

  

 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〕

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）  

  
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  2,335,535  509,798  2,845,333  －  2,845,333

営業費用  2,776,503  665,088  3,441,591  －  3,441,591

営業損失（△）  △440,968  △155,290  △596,258  －  △596,258

〔所在地別セグメント情報〕

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）  

  
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    2,721,576    57,411 125,094    2,904,082    △58,749    2,845,333

営業費用   3,280,510  50,167 172,362  3,503,040  △61,448  3,441,591

営業利益又は営業損失（△）  △558,934  7,243 △47,267  △598,958  2,699  △596,258

〔海外売上高〕

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）  

  北米 アジア その他地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  45,179  134,152  4,304  183,636

Ⅱ 連結売上高（千円）    －    －  －  2,845,333

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 1.6  4.7  0.2  6.5

（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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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 1,664,495 2,029,875

受取手形及び売掛金 1,498,914 2,879,501

商品及び製品 78,085 76,673

原材料及び貯蔵品 335,302 351,991

仕掛品 3,651,112 4,330,707

繰延税金資産 211,949 181,762

その他 92,230 274,046

貸倒引当金 △17,168 △19,970

流動資産合計 7,514,921 10,104,587

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,841,964 3,912,180

減価償却累計額 △1,805,631 △1,805,221

建物及び構築物（純額） 2,036,333 2,106,959

機械装置及び運搬具 1,603,922 1,568,745

減価償却累計額 △981,664 △888,212

機械装置及び運搬具（純額） 622,257 680,533

その他 1,621,385 1,633,574

減価償却累計額 △508,329 △508,311

その他（純額） 1,113,056 1,125,263

有形固定資産合計 3,771,647 3,912,755

無形固定資産   

ソフトウエア 31,058 35,347

その他 6,052 6,052

無形固定資産合計 37,110 41,399

投資その他の資産   

投資有価証券 310,385 310,103

繰延税金資産 993 352,112

その他 135,323 129,263

貸倒引当金 △8,210 －

投資その他の資産合計 438,492 791,479

固定資産合計 4,247,249 4,745,635

資産合計 11,762,171 14,850,222
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（単位：千円）

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 526,758 2,807,878

短期借入金 929,856 1,132,738

未払金 231,872 401,620

未払法人税等 12,761 7,866

前受金 1,891,043 1,728,211

製品保証引当金 46,370 52,100

賞与引当金 900 15,425

その他 63,490 25,196

流動負債合計 3,703,053 6,171,035

固定負債   

長期借入金 954,470 818,998

退職給付引当金 414,850 382,795

役員退職慰労引当金 238,531 247,156

その他 5,332 7,090

固定負債合計 1,613,184 1,456,041

負債合計 5,316,238 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 3,125,707 3,982,366

自己株式 △436 △436

株主資本合計 6,429,908 7,286,567

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 523 △9,444

為替換算調整勘定 15,500 △53,976

評価・換算差額等合計 16,024 △63,421

純資産合計 6,445,932 7,223,145

負債純資産合計 11,762,171 14,850,222
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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：千円）

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 2,845,333

売上原価 2,786,885

売上総利益 58,447

販売費及び一般管理費 654,705

営業損失（△） △596,258

営業外収益  

受取利息 3,371

受取賃貸料 7,658

受取手数料 1,675

保険解約返戻金 62,350

為替差益 4,766

その他 7,379

営業外収益合計 87,201

営業外費用  

支払利息 18,379

その他 484

営業外費用合計 18,864

経常損失（△） △527,921

特別利益  

固定資産売却益 292

賞与引当金戻入額 15,425

関係会社株式売却益 100

特別利益合計 15,817

特別損失  

固定資産売却損 16

固定資産除却損 695

投資有価証券評価損 16,369

賃貸借契約解約損 11,394

特別損失合計 28,474

税金等調整前四半期純損失（△） △540,578

法人税等 316,080

四半期純損失（△） △856,659
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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損失（△） △540,578

減価償却費 203,774

売上債権の増減額（△は増加） 1,387,633

たな卸資産の増減額（△は増加） 696,953

仕入債務の増減額（△は減少） △2,267,306

前受金の増減額（△は減少） 152,461

その他 137,480

小計 △229,581

法人税等の還付額 4,312

その他の支出 △12,655

営業活動によるキャッシュ・フロー △237,924

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 △57,232

無形固定資産の取得による支出 △12,827

その他 △11,765

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,826

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） △271,268

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 △297,808

長期未払金の増減額（△は減少） △2,741

配当金の支払額 △606

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,424

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △371,695

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 1,557,525
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「参考資料」 

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（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        4,675,042  100.0

Ⅱ 売上原価        4,040,676  86.4

売上総利益        634,366  13.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        978,447  20.9

営業損失（△）       △344,081 △7.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  9,607            

２．受取配当金  4,598            

３. 賃貸収入  10,328            

４. 受取手数料  2,034            

５. 法人税等還付加算金  4,409            

６．その他  6,467  37,446  0.8

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  14,098            

２．為替差損  25,647            

３．その他  736  40,482  0.9

経常損失（△）       △347,118 △7.4

Ⅵ 特別損失                  

１．固定資産除却損  268  268  0.0

税金等調整前中間純損失
（△）       △347,386 △7.4

法人税、住民税及び事業
税  3,773            

法人税等調整額 △151,700 △147,927 △3.1

中間純損失（△）       △199,459 △4.3
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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（千円）

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損失
（△） 

△347,386

減価償却費   206,615

売上債権の増減額（△は
増加）  

△9,039

たな卸資産の増減額（△
は増加）  

△1,250,701

仕入債務の増減額（△は
減少）   891,411

前受け金の増減額（△は
減少）   1,285,093

その他  △86,746

小計  689,245

法人税等の還付   129,084

その他   21

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  818,351

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  

△186,265

無形固定資産の取得によ
る支出  

△5,292

その他   13,051

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△178,506

Ⅲ 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）  

△22,560

長期借入金による収入   380,000

長期借入金の返済による
支出  

△307,598

長期未払金の増減額（△
は減少）  

△1,489

配当金の支払額  △101,524

自己株式取得による支
出  

△36

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△53,208

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△30,620

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  556,015

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中間
期末残高  2,575,327
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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） 

 （注） １. 事業区分の方法 

        事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

     ２. 各区分に属する主要な製品 

      ３. 全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能営業費用はありません。  

  

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） 

 （注） １. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２. 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

          （１）北米…アメリカ 

          （２）アジア…中国 

     ３. 全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能営業費用はありません。   

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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）外部顧客に対する売上高  3,566,063  1,108,978  4,675,042  －  4,675,042

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,566,063  1,108,978  4,675,042  －  4,675,042

営業費用  3,970,671  1,048,452  5,019,123  －  5,019,123

営業利益又は営業損失（△）  △404,607  60,526  △344,081  －  △344,081

事業区分 主要製品 

 プロセス機器事業  液晶製造装置、半導体製造装置、搬送装置等 

 金型・樹脂成形事業  樹脂成形品、金型等 

〔所在地別セグメント情報〕

  
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）外部顧客に対する売上高  3,847,394  548,944  278,703  4,675,042  －  4,675,042

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 559,710  51  33,968  593,730 （593,730）  －

計  4,407,104  548,995  312,672  5,268,772  （593,730）  4,675,042

営業費用  4,799,151  526,120  297,236  5,622,508   （603,385）  5,019,123

営業利益又は営業損失（△）  △392,047  22,875  15,435  △353,736  (9,654)  △344,081
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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） 

（注）１. 地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２. 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

     （１）北米……アメリカ 

     （２）アジア…中国、韓国、台湾 

   ３. 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ります。   

  

〔海外売上高〕

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  542,435  406,434  2,845  951,716

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  4,675,042

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 11.6  8.7  0.1  20.4
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