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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 3,904 △71.5 42 △94.5 1 △99.6 6,023 ―

21年3月期第1四半期 13,720 ― 780 ― 408 ― △4,563 ―

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 28,346.42 ―

21年3月期第1四半期 △21,497.69 ―

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 19,923 7,109 35.5 33,292.15
21年3月期 30,886 3,308 3.6 5,304.58

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,074百万円 21年3月期  1,127百万円

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

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  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

第2四半期 
連結累計期間

7,140 △71.8 290 △86.7 145 △90.1 5,030 ― 23,460.93

通期 16,400 △59.7 750 △58.2 450 △25.4 5,230 ― 24,393.77
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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）  有  

(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） 

(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 

 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、今後のさ
まざまな要因により実際の業績が予想値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 ミクロ技研株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

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 214,399株 21年3月期  214,399株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,911株 21年3月期  1,911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 212,488株 21年3月期第1四半期 212,271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～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、大幅に悪化した景気

の下げ止まり感はあるものの、昨年以降の世界経済の急速な悪化を受け、製造業を中心に企業収益は大幅に落ち込

み、設備投資の縮小や低調な生産レベルによる雇用の過剰感が高まり、引き続き、厳しい環境で推移しました。 

 このような環境の中、当社グループの主要顧客となる半導体・FPD（フラット・パネル・ディスプレイ）関連業界

におきましても、在庫調整局面を脱し、工場の稼働率は上昇しているものの、引き続き、生産水準は低調なレベルに

留まっております。 

 このような状況のもと、当社グループは損益分岐点の引き下げと既存顧客に対する更なるサービスの向上を図ると

共に、国内工場再編および海外への生産拠点の移転に伴う移設サービスの拡充により、収益の確保に努めてまいりま

した。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、以下の通りであります。 

1)アウトソーシング事業 

 アウトソーシング事業におきましては、昨年度の半導体・FPD市況の悪化に伴う半導体・FPD各社の過去にない急激

な減産の影響を受け、前年同期に比べ減収減益となりました。しかし、この売上高の減少に対応すべく、速やかなコ

ストコントロールを実施したことにより、当初の計画を上回り、営業収支、経常収支ともに黒字を確保いたしまし

た。 

  

2)製造装置事業 

 製造装置事業におきましては、半導体・FPD関連業界の再編に伴う製造装置移設サービスのニーズは高まってきて

いるものの、顧客の設備投資は低調な水準で推移しているため、中大型の移設案件が顕在化せず、前年同期に比べ減

収減益となりました。 

  

3)設計開発事業 

 設計開発事業（※）におきましては、開発投資減少の影響を受け、売上高は減少しましたが、原価改善や販売管理

費の削減に取り組んだ結果、前年同期水準を維持いたしました。 

 ※設計開発事業は、事業の種類別セグメント情報上は、アウトソーシング事業の一事業として取り扱っておりま

す。 

  

  その結果、当第１四半期の売上高は3,904百万円（前年同期13,720百万円、71.5％の減収）、営業利益42百万円

（前年同期780百万円、94.5％の減益）、経常利益１百万円（前年同期408百万円、99.6％の減益）となりました。 

 また、転換社債型新株予約権付社債の買入消却益5,100百万円等を計上したことにより、四半期純利益は6,023百万

円（前年同期△4,563百万円）となりました。  

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ10,962百万円減少し、19,923百万円とな

りました。 

 その主な要因は、連結子会社であるミクロ技研株式会社が連結の範囲から除外され、その総資産が減少したことに

よるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ14,763百万円減少し、12,814百万円となり

ました。 

 その主な要因は、連結子会社であるミクロ技研株式会社が連結の範囲から除外され、その負債が減少したことと、

社債の買入消却によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ3,801百万円増加し、7,109百万円となり

ました。 

 その主な要因は、連結子会社であるミクロ技研株式会社が連結の範囲から除外され、その少数株主持分が減少した

ものの、それを大きく上回る四半期純利益の計上による利益剰余金の増加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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(キャッシュ・フローの状況) 

 当第１四半期連結累計期間末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1,986百万円減少し、2,648百万円となりました。当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状

況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、518百万円となりました。これは主に、社債消却益△5,100百万円だったものの、

税金等調整前四半期純利益5,366百万円及び売上債権の減少314百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は、△1,180百万円となりました。これは主に、子会社株式売却による支出△1,429百

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） 

 財務活動の結果使用した資金は、△1,319百万円となりました。これは主に、社債の買入消却による支出△1,200百

万円によるものであります。 

  

 業績予想につきましては、平成21年６月19日に平成22年３月期連結業績予想の修正に関するお知らせにて公表いた

しました予想数値に変更はありません。なお、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いたも

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可能性があります。  

  

 当第１四半期連結会計期間に、連結子会社であるミクロ技研株式会社は、当社の連結子会社である日本エイム

株式会社が所有する株式全てを売却した為、連結の範囲から除外しております。 

  

１．その他関係会社の異動  

（連結範囲の変更） 

 当第１四半期連結会計期間に、連結子会社である株式会社グローバル・ファイン・テックは、重要性が乏し

くなった為、連結の範囲から除外しております。 

  

（持分法適用関連会社） 

 当第１四半期連結会計期間より、全協化成工業株式会社は、当社の連結子会社である日本エイム株式会社

が、所有するミクロ技研株式会社の株式全てを売却した為、その関連会社であった全協化成工業株式会社は、

持分法適用の範囲から除外しております。 

 当第１四半期連結会計期間より、株式会社セミコンダクタツールジャパンは、当社の連結子会社である株式

会社エイペックスが、所有する株式全てを売却した為、持分法適用の範囲から除外しております。 

  

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）
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１．簡便な会計処理 

① 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固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によ

り算定しております。 

  

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、一部の連結子会社で実地棚卸を省略し前連結会

計年度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出しております。 

 また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味実現売却価額

を見積り、簿価切り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、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められる場合に、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

ランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

④ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 連結会社相互間の債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行

わないで債権と債務を相殺消去しております。 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる、又は、金額

の大きい方に合わせる方法により相殺消去しております。 

  

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。 

  

  該当事項はありません。  

  

（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：千円）

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 2,648,262 4,634,783

受取手形及び売掛金 3,156,268 6,171,477

商品及び製品 3,339,743 6,232,897

仕掛品 3,240 276,592

原材料及び貯蔵品 102,976 106,092

繰延税金資産 424,110 540,797

その他 574,606 1,637,008

貸倒引当金 △171,075 △165,875

流動資産合計 10,078,133 19,433,774

固定資産   

有形固定資産 849,813 2,376,417

無形固定資産   

のれん 4,504,818 4,725,858

その他 262,128 300,021

無形固定資産合計 4,766,946 5,025,880

投資その他の資産   

投資有価証券 198,995 642,727

役員に対する長期貸付金 1,240,000 1,240,000

長期貸付金 1,149,741 843,841

繰延税金資産 1,502,339 864,974

その他 1,490,720 2,343,165

貸倒引当金 △1,364,781 △1,899,036

投資その他の資産合計 4,217,016 4,035,673

固定資産合計 9,833,775 11,437,971

繰延資産 11,695 14,527

資産合計 19,923,605 30,886,273
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（単位：千円）

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 404,763 3,828,059

短期借入金 10,614,635 12,868,706

未払費用 836,765 972,484

未払法人税等 103,776 78,462

未払消費税等 168,295 39,688

前受金 172,100 2,300,937

引当金 7,000 93,000

その他 343,870 621,191

流動負債合計 12,651,206 20,802,528

固定負債   

社債 － 6,300,000

引当金 6,664 295,275

負ののれん 142,912 144,924

その他 13,608 35,395

固定負債合計 163,184 6,775,596

負債合計 12,814,391 27,578,125

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,061,194 2,061,194

資本剰余金 8,437,067 8,437,067

利益剰余金 △3,008,903 △8,965,562

自己株式 △447,734 △447,734

株主資本合計 7,041,624 1,084,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,701 △24,621

為替換算調整勘定 39,260 66,816

評価・換算差額等合計 32,558 42,194

少数株主持分 35,030 2,180,988

純資産合計 7,109,213 3,308,148

負債純資産合計 19,923,605 30,886,273
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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：千円）

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 13,720,019 3,904,859

売上原価 11,722,783 3,251,041

売上総利益 1,997,235 653,818

販売費及び一般管理費 1,216,636 610,919

営業利益 780,598 42,898

営業外収益   

受取利息 4,534 9,668

受取配当金 7,233 5,577

為替差益 102,810 42,419

その他 11,829 11,586

営業外収益合計 126,408 69,252

営業外費用   

支払利息 57,987 69,304

支払手数料 421,837 3,325

持分法による投資損失 7,903 14,963

その他 10,398 22,809

営業外費用合計 498,126 110,402

経常利益 408,880 1,747

特別利益   

前期損益修正益 77,865 －

投資有価証券売却益 170,920 32,917

違約料収入 95,729 －

社債消却益 － 5,100,000

貸倒引当金戻入額 － 1,015,720

その他 8,262 31,942

特別利益合計 352,778 6,180,580

特別損失   

投資有価証券評価損 4,517,278 6,425

子会社株式売却損 － 363,351

貸倒引当金繰入額 － 396,465

自己新株予約権消却損 138,000 －

その他 6,978 50,084

特別損失合計 4,662,257 816,327

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△3,900,597 5,366,001

法人税、住民税及び事業税 372,775 73,266

法人税等調整額 143,325 △735,451

法人税等合計 516,101 △662,185

少数株主利益 146,636 4,913

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,563,335 6,023,273
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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）

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△3,900,597 5,366,001

減価償却費 94,003 38,908

のれん償却額 68,677 63,663

負ののれん償却額 △2,012 △2,012

創立費償却額 400 400

株式交付費償却 2,709 2,431

自己新株予約権消却損 138,000 －

支払手数料 421,837 3,325

租税公課 － 17,511

社債発行費償却 271 1,329

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,962 △611,616

賞与引当金の増減額（△は減少） 58,424 △30,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △8,000 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） △34,200 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,583 3,960

受取利息及び受取配当金 △11,767 △15,246

支払利息 57,987 69,304

投資有価証券評価損益（△は益） 4,517,278 6,425

投資有価証券売却損益（△は益） △170,920 △30,373

社債消却益 － △5,100,000

子会社株式売却損 － 363,351

為替差損益（△は益） △14,994 △21,742

持分法による投資損益（△は益） 7,903 14,963

固定資産除却損 268 314

売上債権の増減額（△は増加） △29,500 314,913

前払費用の増減額（△は増加） △29,549 18,109

たな卸資産の増減額（△は増加） 187,580 244,123

仕入債務の増減額（△は減少） △447,643 △321,059

未払消費税等の増減額（△は減少） △112,313 480,071

未払費用の増減額（△は減少） △181,676 △77,132

預り金の増減額（△は減少） 154,080 △23,691

前受金の増減額（△は減少） 86,728 △128,431

その他 △854,087 44,530

小計 9,433 692,332

利息及び配当金の受取額 9,298 21,305

利息の支払額 △62,131 △96,100

法人税等の支払額 △1,296,023 △98,712

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,339,422 518,825
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（単位：千円）

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) 

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 △62,742 △913

無形固定資産の取得による支出 △2,310 －

営業譲受による支出 △44,100 －

投資有価証券の取得による支出 △600 －

投資有価証券の売却による収入 1,471,035 228,670

投資有価証券の償還による収入 45,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △1,429,150

非連結子会社の減資に伴う配当金の受取額 29,000 －

貸付けによる支出 △19,000 △252

貸付金の回収による収入 122,771 4,356

差入保証金の増減額（△は増加） △4,684 16,630

その他 5,700 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,540,068 △1,180,758

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） △4,506,334 △97,616

社債の発行による収入 6,299,728 －

社債の買入消却による支出 － △1,200,000

長期未払金の返済による支出 △369 －

株式の発行による収入 69 －

租税公課の支出 － △17,511

社債発行費の支出 － △1,329

新株予約権の発行による収入 12,000 －

新株予約権の取得による支出 △150,000 －

支払手数料の支出 △418,888 △2,571

配当金の支払額 △506,580 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 729,625 △1,319,028

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,677 3,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 947,949 △1,977,247

現金及び現金同等物の期首残高 7,611,348 4,634,783

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △9,273

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,559,297 2,648,262
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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) 

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、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な事業の内容 

       アウトソーシング事業・・・国内メーカーの構内作業業務の請負 

       製造装置事業・・・中古製造装置及び新品製造装置の売買、製造及び技術サービスの提供 

３．会計処理方法の変更  

前第１四半期連結累計期間  

     (重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）   

     棚卸資産  

      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）を適用し、評価基準については、従来の原価法から原価法（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、製造装置事業において営業利益が50,067千円減少しておりま 

     す。 

４．資産の著しい変動 

 当第１四半期連結会計期間において、ミクロ技研株式会社を連結の範囲から除外したことにより、製造装置

事業における資産の金額が著しく変動しております。その内容は、次のとおりであります。 

 製造装置事業 12,522,624千円 (前連結会計年度末 25,130,331千円） 

  

（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〕

  
アウトソーシン

グ事業 
（千円） 

製造装置事業
（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  6,787,474  6,932,545  13,720,019  －  13,720,019

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 12,510  75  12,585 (12,585)  －

計  6,799,984  6,932,620  13,732,604 (12,585)  13,720,019

 営業利益  633,340  192,874  826,214 (45,615)  780,598

  
アウトソーシン

グ事業 
（千円） 

製造装置事業
（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  3,548,246  356,613 3,904,859  －  3,904,859

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,548,246  356,613  3,904,859  －  3,904,859

 営業利益又は営業損失（△）  265,605  △208,185  57,420 (14,522)  42,898
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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) 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。  

  

 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) 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

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おります。 

    ２．アジア地域の主な国  中国 韓国 台湾 シンガポール マレーシア 

      その他の主な国    フランス イギリス ドイツ 

    ３．当第１四半期連結会計期間より、連結売上高に対して米国での売上高比率が10％を超えたため、 

      米国を別掲記載しております。 

  

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  米国 アジア地域 その他 計

Ⅰ 海外売上高     （千円）  2,375,139  944,140  91,710  3,410,991

Ⅱ 連結売上高     （千円）        13,720,019

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 

の割合        （％） 
 17.3  6.9  0.7  24.9

（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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