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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7月31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1月期第2四半期 7,362 ― △118 ― △111 ― △144 ―

21年1月期第2四半期 10,509 20.8 910 △17.4 861 △22.5 549 △17.4

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1月期第2四半期 △17.85 ―

21年1月期第2四半期 68.04 ―

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1月期第2四半期 18,613 11,557 61.3 1,410.26
21年1月期 21,016 11,790 55.4 1,439.10

（参考） 自己資本   22年1月期第2四半期  11,417百万円 21年1月期  11,650百万円

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1月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00

22年1月期 ― 10.00

22年1月期 
（予想）

― 5.00 15.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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 13,168 △43.4 △466 ― △444 ― △393 ― △48.59
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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 

１．平成21年３月13日に公表しました連結業績予想につきましては、平成21年９月４日発表の「平成22年１月期第２四半期累計期間業績予想数値との差異
及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて、通期業績予想の修正を行っております。 
２．業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業
績は、業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく異なる場合があります。 
３．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） 22年1月期第2四半期 8,176,452株 21年1月期  8,176,452株

② 期末自己株式数 22年1月期第2四半期  80,685株 21年1月期  80,545株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第2四半期 8,095,842株 21年1月期第2四半期 8,071,655株
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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２四半期連結累計期間における経営環境は、いままでになく厳しいものとなりました。電子機器工業界におき

ましては、生産調整がかつてない規模・スピードで行われるとともに、設備投資は急速に抑制され、当社製品の販売

量も大幅に落ち込みました。一部では需要が上向く動きも見られ、生産調整も緩和されつつありますが、力強さはな

く設備投資需要の回復には至っておらず依然として厳しい状況が続いております。

　先行きにつきましては、在庫調整の一巡や経済対策の効果に加え、対外経済環境の改善により、景気は持ち直しに

向かうことが期待されるものの、生産活動は極めて低い水準にあり、引続き予断を許さない状況であります。

　当社グループの属する電子機器工業界のＩＴ、デジタル分野におきましては、中国市場を中心に需要の増加がみら

れるものの、新たに設備投資を行う程の生産稼動率の回復には至っておりません。

　太陽光発電分野におきましては、日本市場は政府の具体案の提示により盛り上がりを見せているものの、欧州市場

の低迷と金融市場の信用収縮による需要の減少が世界市場低迷に大きく影響しております。

　このような環境下において、当社グループは市場動向を見極めながら積極的に営業展開を行い、顧客のニーズに応

えるべく生産性の改善と拡販に注力してまいりましたが、未だ成果が出るに至りませんでした。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は73億62百万円となりました。また、営業損失は１億18百万円、経

常損失は１億11百万円、業績悪化に伴う繰延税金資産取り崩しの影響もあり、四半期純損失は１億44百万円となりま

した。

　事業の種類別セグメントの業績概要は次のとおりであります。

（電子機器部品製造装置）

　プリント基板分野では、中国市場を中心に一部ではプリント基板の需要回復は見られ、生産量は上向きになりつつ

あるものの、新たな設備投資を行う水準までは回復に至らず、プリント基板製造装置の販売は大幅に減少いたしまし

た。

　太陽光発電分野では、日本市場において政府助成金の実施により盛り上がりを見せているものの、世界同時金融危

機に端を発する景気悪化により、最大市場である欧州各国の財政悪化、個人消費の低迷でセル・モジュールメーカー

の生産調整が急速に進み、新規設備投資が抑制され太陽電池ウェーハ製造装置の販売が減少いたしました。

　その結果、売上高は35億39百万円、営業利益は２億44百万円となりました。

（ディスプレイおよび電子部品）

　パチンコ・パチスロ人気の低迷によるパチンコ店の店舗数減少などパチスロ市場の縮小により、当社のアミューズ

メント機器向け部品の販売が大幅に減少いたしました。また、工作機械、産業用機械に使用されるスイッチパネルの

販売も、設備投資抑制の影響を受け販売が減少いたしました。その結果、売上高は12億90百万円、営業損失は３億77

百万円となりました。

（太陽電池ウェーハ）

　深刻化していたシリコン材料不足が、材料メーカーの設備増強と半導体不況により緩和されたことを受け、更に成

長が見込まれるウェーハ需要に対応すべく生産能力の増強、薄板化への対応、生産性改善に注力してまいりました。

しかし、太陽電池業界の世界的な需要の減少による生産調整により、ウェーハの生産量が減少いたしました。その結

果、売上高は25億32百万円、営業利益は15百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績概要は次のとおりであります。

（日本）

　プリント基板分野では、中国市場を中心に一部ではプリント基板の需要回復は見られ、生産量は上向きになりつつ

あるものの、新たな設備投資を行う水準までは回復に至らず、プリント基板製造装置の販売は大幅に減少いたしまし

た。

　太陽光発電分野では、日本市場において政府助成金の実施により盛り上がりを見せているものの、世界同時金融危

機に端を発する景気悪化により、最大市場である欧州各国の財政悪化、個人消費の低迷でセル・モジュールメーカー

の生産調整が急速に進み、新規設備投資が抑制され太陽電池ウェーハ製造装置の販売が減少いたしました。

　太陽電池ウェーハ事業においては、長期に渡るシリコン材料不足が緩和されたものの世界的な太陽電池需要減少の

影響による生産量調整により、ウェーハの生産量が大幅に減少いたしました。

　アミューズメント機器向け部品においては、パチンコ店舗数減少等、パチスロ市場の縮小の影響を受け、当社の販

売も減少いたしました。

　その結果、売上高は71億72百万円、営業損失は59百万円となりました。

㈱石井表記　（6336）　平成22年１月期　第２四半期決算短信

－　3　－



（アジア）

　JPN,INC．（フィリピン子会社）において、フィリピン市場で拡大の見込める二輪車市場向けのシルク印刷製品の需

要獲得に注力し、また、ISHII HYOKI(THAILAND)CO.,LTD.（タイ王国子会社）においては、シルク印刷製品を主力とし、

更なる販売拡大に努めてまいりましたが、景気悪化により年度前半において、家電向け印刷製品の売上が大幅に減少

いたしました。その結果、売上高は１億89百万円、営業損失は71百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　流動資産は、92億70百万円となり前連結会計年度末と比べ23億22百万円減少いたしました。これは売上高減少に

伴い受取手形及び売掛金が18億41百万円減少したことなどによるものであります。

　固定資産は、93億43百万円となり前連結会計年度末と比べ80百万円減少いたしました。これは減価償却費の計上

などにより有形固定資産が１億54百万円減少したことなどによるものであります。

　この結果、総資産は186億13百万円となり前連結会計年度末と比べ24億３百万円減少いたしました。

　流動負債は55億27百万円となり前連結会計年度末と比べ27億27百万円減少いたしました。これは仕入れの減少に

伴い支払手形及び買掛金が23億10百万円減少したこと、納税及び課税所得の減少により未払法人税等が８億49百万

円減少したことなどによるものであります。

　固定負債は、15億28百万円となり前連結会計年度末と比べ５億57百万円増加いたしました。これは新規借入によ

り長期借入金が４億83百万円増加したことなどによるものであります。

　この結果、負債合計は70億56百万円となり前連結会計年度末と比べ21億70百万円減少いたしました。

　純資産合計は115億57百万円となり前連結会計年度末と比べ２億32百万円減少いたしました。これは剰余金の配当

などによるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末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、37百万円減少し、28億33百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動の結果、使用した資金は13百万円となりました。収入の主な内訳は売上債権の減少額18億47百万円、た

な卸資産の減少額５億18百万円、減価償却費３億80百万円、前受金の増加額３億５百万円、前渡金の減少額２億７

百万円であり、支出の主な内訳は仕入債務減少額23億12百万円、法人税等の支払額９億51百万円であります。

（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５億46百万円となりました。これは主に、貸付による支出３億６百万円、有形

固定資産の取得による支出１億67百万円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） 

　財務活動の結果、得られた資金は５億６百万円となりました。収入の主なものは長期借入による収入10億円であ

り、支出の主なものは長期借入金の返済による支出２億90百万円、配当金の支払額２億２百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の当社グループを取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。このような状況を踏ま

え、本日付で平成22年１月期の連結業績予想を修正しております。修正に関する具体的な内容につきましては、「平

成22年１月期第２四半期累計期間業績予想数値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。
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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）

　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

（簡便な会計処理） 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当社は、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、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等により、一般債権の貸倒見積高を算定してお

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

① 税金費用の計算

　税金費用については、当第２四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する方法を採用

しております。

　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。

（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

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品・仕掛品については個別法による原価法（た

だし、金属・樹脂印刷、プリント基板及び太陽電池ウェーハは移動平均法による原価法）、原材料については

移動平均法による原価法、貯蔵品については最終仕入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、製品・仕掛品については個別法による原価法（ただし、金属・樹脂印刷、プリント基板及び太陽電

池ウェーハは移動平均法による原価法）（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）、

原材料については移動平均法による原価法（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）、貯蔵品については最終仕入原価法（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、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ62,938千円減少しておりま

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

　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。

　この変更が損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更

　当社の機械装置については、従来、耐用年数を主に６～12年としておりましたが、法人税法の改正を契機として

資産の利用状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間より主に６～10年に変更しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ13,308千円減少しております。

　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。

補助金収入

　補助金収入とは、広島県工場及び試験研究施設等立地促進助成要綱に基づく助成金であります。
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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７月31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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,984,477 2,984,213

受取手形及び売掛金 4,191,098 6,032,102

製品 356,018 265,387

原材料 278,851 389,740

仕掛品 924,475 1,423,905

その他 541,328 504,231

貸倒引当金 △6,024 △6,872

流動資産合計 9,270,225 11,592,706

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,829,887 2,927,890

土地 2,481,557 2,470,478

その他（純額） 1,369,738 1,437,275

有形固定資産合計 6,681,182 6,835,643

無形固定資産   

その他 327,983 336,518

無形固定資産合計 327,983 336,518

投資その他の資産   

その他 2,354,383 2,271,456

貸倒引当金 △20,110 △19,604

投資その他の資産合計 2,334,273 2,251,852

固定資産合計 9,343,439 9,424,014

資産合計 18,613,665 21,016,721

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,023,774 4,334,450

短期借入金 1,487,000 1,487,000

未払法人税等 135,169 984,443

役員賞与引当金 － 33,200

その他 1,881,567 1,415,706

流動負債合計 5,527,512 8,254,801

固定負債   

長期借入金 595,512 112,413

退職給付引当金 404,674 353,036

役員退職慰労引当金 512,924 499,112

その他 15,618 7,156

固定負債合計 1,528,729 971,718

負債合計 7,056,242 9,226,519
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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７月31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１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,094,523 3,094,523

資本剰余金 3,329,315 3,329,315

利益剰余金 5,400,790 5,747,871

自己株式 △91,622 △91,422

株主資本合計 11,733,007 12,080,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,343 △59,152

為替換算調整勘定 △346,240 △370,280

評価・換算差額等合計 △315,897 △429,432

少数株主持分 140,313 139,345

純資産合計 11,557,423 11,790,201

負債純資産合計 18,613,665 21,016,721
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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２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 7,362,095

売上原価 6,160,995

売上総利益 1,201,099

販売費及び一般管理費 1,319,598

営業損失（△） △118,498

営業外収益  

受取利息 9,184

受取配当金 5,719

受取賃貸料 5,085

助成金収入 13,771

その他 5,412

営業外収益合計 39,174

営業外費用  

支払利息 13,807

為替差損 13,698

その他 5,146

営業外費用合計 32,652

経常損失（△） △111,977

特別利益  

固定資産売却益 847

貸倒引当金戻入額 813

補助金収入 281,136

投資有価証券売却益 6,322

特別利益合計 289,119

特別損失  

固定資産売却損 370

固定資産除却損 2,573

投資有価証券売却損 5,552

特別損失合計 8,496

税金等調整前四半期純利益 168,645

法人税等 320,437

少数株主損失（△） △7,279

四半期純損失（△） △144,512
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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２月１日 
 至 平成21年７月31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 168,645

減価償却費 380,371

貸倒引当金の増減額（△は減少） △524

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,637

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,812

受取利息及び受取配当金 △14,904

支払利息 13,807

投資有価証券売却損益（△は益） △769

有形固定資産売却損益（△は益） △476

有形固定資産除却損 2,573

補助金収入 △281,136

売上債権の増減額（△は増加） 1,847,348

たな卸資産の増減額（△は増加） 518,893

前渡金の増減額（△は増加） 207,093

仕入債務の増減額（△は減少） △2,312,229

前受金の増減額（△は減少） 305,829

その他 △207,184

小計 659,588

利息及び配当金の受取額 12,560

利息の支払額 △14,942

補助金の受取額 281,136

法人税等の支払額 △951,624

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,282

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 △167,529

有形固定資産の売却による収入 4,053

無形固定資産の取得による支出 △36,199

投資有価証券の取得による支出 △39,612

投資有価証券の売却による収入 54,441

貸付けによる支出 △306,400

貸付金の回収による収入 3,022

定期預金の預入による支出 △107,100

定期預金の払戻による収入 92,200

その他 △43,706

投資活動によるキャッシュ・フロー △546,829

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △290,448

自己株式の取得による支出 △199

配当金の支払額 △202,397

財務活動によるキャッシュ・フロー 506,954

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,135

現金及び現金同等物の期首残高 2,870,313

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,833,177
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（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２月１日　至　平成21年７月31日）

 
電子機器部
品製造装置
（千円）

ディスプレ
イおよび電
子部品
（千円）

太陽電池
ウェーハ
（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 3,539,282 1,290,389 2,532,422 7,362,095 － 7,362,095

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 3,539,282 1,290,389 2,532,422 7,362,095 － 7,362,095

営業利益（△営業損失） 244,081 △377,612 15,032 △118,498 － △118,498

　（注）１．当社グループにおける製品の範囲は多岐にわたりますが、これを種類、性質、製造方法、販売方法等の類似

性および当社グループの損益集計区分に照らし、電子機器部品製造装置に関する事業、ディスプレイおよび

電子部品に関する事業、太陽電池ウェーハに関する事業に区分して表示しております。

２．各事業区分に属する主要な製品の名称は、以下のとおりであります。

事業区分 主要な製品

電子機器部品製造

装置

プリント基板製造装置（研磨機・ジェットスクラブ機・超音波洗浄機・水洗乾燥機・

現像エッチング剥離機）、半導体製造装置（リードフレームディフラッシュ機）、太

陽電池ウェーハ製造装置（マルチワイヤソー・スラリー回収装置）、インクジェット

コーター、セラミックジェットスクラブ機、板金用の研磨機

ディスプレイおよ

び電子部品

メンブレンスイッチパネル、イクセルスイッチパネル、プリント基板、シルク印刷、

精密板金、ネームプレート、樹脂ケース

太陽電池ウェーハ 太陽電池ウェーハ

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。

４．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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、第２四半期連結累計

期間の営業利益が「電子部品製造装置」で10,591千円、「ディスプレイおよび電子部品」で27,513千円、「太

陽電池ウェーハ」で24,832千円それぞれ減少しております。

５．第１四半期連結会計期間より、当社の有形固定資産の耐用年数については、法人税法の改正を契機として見

直しを行い、耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益

が「電子部品製造装置」で2,100千円、「ディスプレイおよび電子部品」で5,361千円、「太陽電池ウェーハ」

で5,847千円それぞれ減少しております。
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〔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２月１日　至　平成21年７月31日）

 
日本

（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 7,172,461 189,633 7,362,095 － 7,362,095

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,694 8,096 18,791 　(18,791) －

計 7,183,156 197,730 7,380,887 　(18,791) 7,362,095

営業利益（△営業損失） △59,491 △71,107 △130,598 12,100 △118,498

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　アジア………………フィリピン、タイ王国

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。

４．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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、第２四半期連結累計

期間の営業利益が「日本」で62,938千円減少しております。

５．第１四半期連結会計期間より、当社の有形固定資産の耐用年数については、法人税法の改正を契機として見

直しを行い、耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益

が「日本」で13,308千円減少しております。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年７月31日）

 アジア 北米 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,908,983 19,300 1,120 1,929,403

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 7,362,095

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合

（％）
25.9 0.3 0.0 26.2

　（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）アジア………台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ王国

(2）北　米………アメリカ

(3）欧　州………フランス、ドイツ

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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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２月１日
至　平成20年７月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  10,509,073 100.0

Ⅱ　売上原価  8,254,660 78.5

売上総利益  2,254,413 21.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費    

１．貸倒引当金繰入額 117   

２．給与賞与 356,194   

３．賞与引当金繰入額 228   

４．退職給付引当金繰入額 15,627   

５．役員退職慰労引当金繰入額 12,750   

６．減価償却費 93,484   

７．研究開発費 207,289   

８．販売手数料 68,825   

９．その他 588,939 1,343,456 12.8

営業利益  910,956 8.7

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 9,944   

２．受取配当金 9,147   

３．賃貸収入 4,675   

４．その他 6,976 30,743 0.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 18,213   

２．為替差損 32,800   

３．開業費 28,651   

４．その他 889 80,556 0.8

経常利益  861,144 8.2

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 944   

２．貸倒引当金戻入額 119   

３．補助金収入 43,516   

４．投資有価証券売却益 36,005 80,586 0.8

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産売却損 1,590   

２．固定資産除却損 15,657 17,247 0.2

税金等調整前中間純利益  924,482 8.8

法人税、住民税及び事業税 399,809   

法人税等調整額 △33,198 366,610 3.5

少数株主利益（△）  △8,665 △0.1

中間純利益  549,206 5.2
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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２月１日

　　至　平成20年７月31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利益 924,482

減価償却費 357,358

貸倒引当金の増減額（減少：△） △110

賞与引当金の増減額（減少：△） 15,195

退職給付引当金の増減額（減少：△） 36,949

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 12,750

受取利息及び受取配当金 △19,091

支払利息 18,213

投資有価証券売却益 △36,005

有形固定資産売却益 △944

有形固定資産売却損 1,590

有形固定資産除却損 15,657

補助金収入 △43,516

売上債権の増減額（増加：△） △834,268

たな卸資産の増減額（増加：△） △523,997

前渡金の増減額（増加：△） △356,580

仕入債務の増減額（減少：△） 1,208,391

前受金の増減額（減少：△） 121,595

その他 177,040

小           計 1,074,710

利息及び配当金の受取額 19,592

利息の支払額 △18,293

補助金の受取額 43,516

法人税等の支払額 △282,562

営業活動によるキャッシュ・フロー 836,962

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 △1,579,965

有形固定資産の売却による収入 3,359

無形固定資産の取得による支出 △83,753

投資有価証券の売却による収入 565,008

投資有価証券の取得による支出 △603,522

貸付による支出 △26,000

貸付金の回収による収入 1,122

定期預金の預入れによる支出 △107,100

定期預金の払戻による収入 102,400

その他 △51,745

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,780,195
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前中間連結会計期間

（自　平成20年２月１日

　　至　平成20年７月31日）

区分 金額（千円）

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 △42,652

長期借入金の返済による支出 △248,981

自己株式の取得による支出 △653

自己株式の売却による収入 9,600

配当金の支払額 △241,147

財務活動によるキャッシュ・フロー △523,833

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,289

Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額 △1,485,355

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 4,863,313

Ⅶ  現金及び現金同等物の中間期末残高 3,377,958
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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２月１日　至　平成20年７月31日）

 
電子機器部
品製造装置
（千円）

ディスプレ
イおよび電
子部品
（千円）

太陽電池
ウェーハ
（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 5,417,504 2,273,519 2,818,050 10,509,073 － 10,509,073

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 5,417,504 2,273,519 2,818,050 10,509,073 － 10,509,073

営業費用 4,689,655 2,230,784 2,677,677 9,598,117 － 9,598,117

営業利益 727,848 42,735 140,372 910,956 － 910,956

　（注）１．当社グループにおける製品の範囲は多岐にわたりますが、これを種類、性質、製造方法、販売方法等の類似

性および当社グループの損益集計区分に照らし、電子機器部品製造装置に関する事業、ディスプレイおよび

電子部品に関する事業、太陽電池ウェーハに関する事業に区分して表示しております。

２．各事業区分に属する主要な製品の名称は、以下のとおりであります。

事業区分 主要な製品

電子機器部品製造

装置

プリント基板製造装置（研磨機・ジェットスクラブ機・超音波洗浄機・水洗乾燥機・

現像エッチング剥離機）、半導体製造装置（リードフレームディフラッシュ機）、太

陽電池ウェーハ製造装置（マルチワイヤソー・スラリー回収装置）、インクジェット

コーター、セラミックジェットスクラブ機、板金用の研磨機

ディスプレイおよ

び電子部品

メンブレンスイッチパネル、イクセルスイッチパネル、プリント基板、シルク印刷、

精密板金、ネームプレート、樹脂ケース

太陽電池ウェーハ 太陽電池ウェーハ

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。

〔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２月１日　至　平成20年７月31日）

 
日本

（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 10,233,804 275,269 10,509,073 － 10,509,073

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
17,732 43,023 60,756 　(60,756) －

計 10,251,537 318,292 10,569,829 　(60,756) 10,509,073

営業費用 9,357,200 317,318 9,674,518 　(76,401) 9,598,117

営業利益 894,336 974 895,311 15,645 910,956

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　アジア………………フィリピン、タイ

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。
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〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日）

 アジア 北米 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,317,409 18,377 1,088 2,336,874

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 10,509,073

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合

（％）
22.0 0.2 0.0 22.2

　（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）アジア………台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、フィリピン

(2）北　米………アメリカ

(3）欧　州………イギリス、ドイツ

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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