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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 21,280 ― 784 ― 677 ― 628 ―

20年12月期第3四半期 28,147 76.3 3,728 87.1 3,622 89.3 2,152 91.0

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3四半期 78.02 ―

20年12月期第3四半期 268.43 265.21

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3四半期 25,440 12,494 49.1 1,549.62
20年12月期 28,763 12,032 41.8 1,493.78

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  12,494百万円 20年12月期  12,032百万円

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  

（注）平成21年12月期の年間配当予想については未定です。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年12月期 ― 5.00 ―

21年12月期 
（予想）

― ―

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 27,000 △26.1 960 △77.1 810 △79.9 710 △70.1 88.10
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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、４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 

連結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き作成したものであり、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場
合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、４ページをご参照下さい。 
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。なお、四半期連結財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書
きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

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3四半期 8,109,300株 20年12月期  8,101,300株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  46,320株 20年12月期  46,320株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 8,058,180株 20年12月期第3四半期 8,019,604株
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当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）におけるわが国経済は、世界的な金融危機の混乱による景気後退
の局面から回復の兆しが見え始め、輸出や生産において持ち直しの動きは見られるものの、その水準は低
く、また、雇用環境の一層の悪化が懸念されることから景気の先行きは依然不透明な状況となっておりま
す。 
当社グループが関わるＦＡシステム事業及びセミコンシステム事業の業況は、世界同時不況の影響によ

る設備投資抑制が若干緩み、少し回復の兆しがある業界と、依然持ち直しの動きが見られない業界が混在
する状況でしたが、総じて依然厳しい状況が継続いたしました。 
このような状況の中で、当社グループは設備投資に回復の兆しのある業界、企業への受注活動を強化す

る一方で、低調な業界に対しては新規分野の開拓活動などを行っております。また、社内としては内製化
の強化、コストダウンなどを推進いたしました。しかしながら、当第３四半期連結会計期間の売上高は
6,113百万円（前年同期比32.7％減）、営業利益は179百万円（前年同期比80.8％減）、経常利益は129百
万円（前年同期比85.8％減）、四半期純利益は290百万円（前年同期比46.0％減）と前年同期比減収減益
となりました。 
事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりです。 
(ＦＡシステム事業) 
事務機器関連設備の売上高は厳しい事業環境の中で前年同期実績を上回り、当第３四半期連結会計期間

の業績を牽引いたしましたが、受注においては減少いたしました。設備投資抑制の影響で受注が低調に推
移していた二次電池関連設備の売上高は厳しい結果となりましたが、ようやく設備投資の動きが見え始
め、受注は上向きとなりました。ＦＡシステム事業では、内製化の強化、コストダウンなどに取り組み、
利益面の改善を図りましたが、売上高の減少が大きく、前年同期比減益となりました。その結果、ＦＡシ
ステム事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は4,823百万円（前年同期比32.3％減）、営業利益は224
百万円（前年同期比73.8％減）となりました。 
(セミコンシステム事業) 
生産調整、設備投資の抑制がようやく緩み、主に海外市場を中心として回復の兆しは見え始めました

が、低価格機種に集中しており、依然厳しい状況は続きました。このような状況で、当社ではＬＥＤ関連
に対応するBESTEM-D01シリ－ズの受注に上向きの動きが見られ、売上ともに回復の兆しが見られました。
しかしながら、売上高においてはまだ前年同期実績を下回っており、受注においては前年同期実績を上回
っているもののまだその水準は低く、利益を確保できるレベルには至りませんでした。その結果、セミコ
ンシステム事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は1,290百万円（前年同期比34.2％減）、営業損失
は45百万円（前年同期営業利益77百万円）となりました。 
  

(ＦＡシステム事業) 
事務機器関連設備の売上高は前年同期実績を下回りましたが、厳しい事業環境の中で健闘し、当第３四

半期連結累計期間の業績を牽引いたしました。一方、設備投資抑制の影響で今年度前半の受注が低調であ
った二次電池関連設備は、当第３四半期連結累計期間の業績悪化に影響を及ぼしましたが、受注において
は自動車用向け設備が動き始め、従来の民生用向け設備とあわせて低調ながら上向きに推移しておりま
す。 
(セミコンシステム事業) 
世界同時不況の影響で生産調整、設備投資の抑制が厳しかった第１四半期連結会計期間を底として、受

注、売上高とも徐々に回復の兆しが見え始めました。第２四半期連結会計期間以降、海外中心の市場回
復、低価格機種集中化の状況の中で、ＬＥＤ関連に対応するBESTEM-D01シリ－ズの受注が比較的好調に推
移しております。しかしながら、セミコンシステム事業全体の売上高は前年同期実績を大きく下回ってお
り、回復の兆しの見えている受注においてもその水準は低く、利益を確保できるレベルには至りませんで
した。 
  
当第３四半期連結累計期間の売上高は21,280百万円（前年同期比24.4％減）、営業利益は784百万円

（前年同期比79.0％減）、経常利益は677百万円（前年同期比81.3％減）、四半期純利益は628百万円（前
年同期比70.8％減）となりました。 
  
平成21年12月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21

年12月期第１四半期決算短信（平成21年４月23日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年７月24日開
示）をご参照ください。 
なお、前年同期比の増減率及び金額は適用される会計基準が異なるため、参考情報として記載しており

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

（当第３四半期連結会計期間）

（当第３四半期連結累計期間）

‐3‐

キヤノンマシナリー㈱(6344) 平成21年12月期第３四半期決算短信



総資産は、前連結会計年度末に対して3,323百万円減少し、25,440百万円となりました。これは、売掛
金の減少1,350百万円、仕掛品の減少944百万円などによるものです。 
負債合計は、前連結会計年度末に対して3,785百万円減少し、12,946百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金の減少3,934百万円などによるものです。 
純資産合計は、前連結会計年度末に対して462百万円増加し、12,494百万円となりました。 

  

事業環境は一部に明るさが出てきたものの先行きは依然不透明であり、当社グループが関わる業界にお
いても、設備投資の抑制が顕著で非常に厳しい業界と、回復の兆しが見え、徐々に設備投資が実施されつ
つある業界とが混在する状況となっております。 
このような状況の中で、当社グループは事業体質のレベルを上げ、技術・品質・価格・納期において

「圧倒的な競争力」で創造し、他社を凌駕してまいります。 
  
平成21年12月期通期の業績予想につきましては、第３四半期の業績結果と第４四半期の受注見込みを考

慮し、利益面の改善が見込めると考えております。このような状況を踏まえ、平成21年７月24日公表の業
績予想を次のとおり修正いたします。 
  

 
  

  

該当事項はありません。 
  

（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３四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おります。
  

②棚卸資産の評価方法 
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は、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、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・プランニングを利用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） 
該当事項はありません。 

  

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

平成21年12月期の連結業績予想の修正（平成21年１月１日～平成21年12月31日）

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

前回発表予想 26,000 700 550 500 62.04

今回修正予想 27,000 960 810 710 88.10

増減額 1,000 260 260 210 26.06

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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①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、
改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 
  

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低
下による簿価切下げの方法）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、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

が85百万円それぞれ減少しております。 
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 

「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」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、過年度対応分として利益剰余金期首残高は34百万円

減少しております。また、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、11百万円それぞれ
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。 

  

④「リース取引に関する会計基準」の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最終改正平成19年３月30日 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」（企業会計基準委員会 最終改正平成19
年３月30日 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より早期適用しております。
  なお、リース取引開始日が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
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
  これによる損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 
当社及び国内連結子会社は、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機械装置の耐用年数の変更を行っております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、26百万円それぞれ減少しております。 
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) 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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 964 992

受取手形及び売掛金 4,674 6,129

仕掛品 7,045 7,989

原材料及び貯蔵品 237 257

繰延税金資産 97 201

その他 93 203

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 13,112 15,772

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,664 7,654

減価償却累計額 △2,768 △2,456

建物及び構築物（純額） 4,895 5,197

機械装置及び運搬具 3,541 3,461

減価償却累計額 △2,190 △1,879

機械装置及び運搬具（純額） 1,350 1,582

土地 4,692 4,693

その他 948 938

減価償却累計額 △701 △587

その他（純額） 246 350

有形固定資産合計 11,185 11,823

無形固定資産 240 225

投資その他の資産   

投資有価証券 3 3

繰延税金資産 853 896

その他 54 52

貸倒引当金 △10 △9

投資その他の資産合計 902 942

固定資産合計 12,328 12,991

資産合計 25,440 28,763
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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９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 5,494 9,429

関係会社短期借入金 3,900 2,700

未払金 69 581

未払費用 286 422

未払法人税等 53 1,134

製品保証引当金 68 85

賞与引当金 287 3

その他 328 135

流動負債合計 10,488 14,491

固定負債   

退職給付引当金 2,378 2,160

役員退職慰労引当金 78 78

固定負債合計 2,457 2,239

負債合計 12,946 16,731

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,712 2,707

資本剰余金 3,940 3,935

利益剰余金 5,924 5,491

自己株式 △42 △42

株主資本合計 12,534 12,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 0

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △40 △60

評価・換算差額等合計 △40 △60

純資産合計 12,494 12,032

負債純資産合計 25,440 28,763
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 21,280

売上原価 18,947

売上総利益 2,332

販売費及び一般管理費 1,548

営業利益 784

営業外収益  

不動産賃貸料 19

受取保険金 2

その他 2

営業外収益合計 24

営業外費用  

支払利息 23

退職給付会計基準変更時差異の処理額 87

為替差損 14

その他 6

営業外費用合計 131

経常利益 677

特別利益  

補助金収入 387

特別利益合計 387

税金等調整前四半期純利益 1,064

法人税等 436

四半期純利益 628
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,113

売上原価 5,405

売上総利益 708

販売費及び一般管理費 529

営業利益 179

営業外収益  

不動産賃貸料 8

受取保険金 2

その他 0

営業外収益合計 11

営業外費用  

支払利息 7

退職給付会計基準変更時差異の処理額 29

為替差損 20

その他 3

営業外費用合計 60

経常利益 129

特別利益  

補助金収入 308

特別利益合計 308

税金等調整前四半期純利益 438

法人税等 148

四半期純利益 290
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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21年１月１日 
 至 平成21年９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 1,064

減価償却費 814

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

製品保証引当金の増減額（△は減少） △16

賞与引当金の増減額（△は減少） 284

退職給付引当金の増減額（△は減少） 217

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 23

為替差損益（△は益） 15

有形固定資産売却損益（△は益） 1

補助金収入 △386

売上債権の増減額（△は増加） 1,454

たな卸資産の増減額（△は増加） 904

仕入債務の増減額（△は減少） △3,934

その他 111

小計 553

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △23

保険金の受取額 1

法人税等の支払額 △1,340

営業活動によるキャッシュ・フロー △808

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 △603

無形固定資産の取得による支出 △50

補助金の受取額 386

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △268

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 6,300

短期借入金の返済による支出 △5,100

株式の発行による収入 9

配当金の支払額 △160

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,048

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28

現金及び現金同等物の期首残高 989

現金及び現金同等物の四半期末残高 961
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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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令
第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用してお
ります。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、製品等の種類の類似性に基づき区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ＦＡシステム事業………事務機器関連組立装置、小型二次電池製造装置、プリント基板関連装置等 

(2) セミコンシステム事業…ボンディング装置、その他半導体関連装置等 

３ 会計基準等の変更 

 ①「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  「定性的情報 ４その他 (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」

に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会

計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低価による簿価切下げの方法）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、当第３四半期連結累計期間の営業費用が「ＦＡシステム事

業」について１百万円、「セミコンシステム事業」について83百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少

しております。 

 ②「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 

  「定性的情報 ４その他 (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」

に記載のとおり、「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」(企業会計基

準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必

要な修正を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業費用が「ＦＡシステム事

業」について11百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「セミコンシステム事業」については影

響ありません。 

４ 追加情報 

当社及び国内連結子会社は、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

結会計期間より機械装置の耐用年数の変更を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業費用が「ＦＡシステム事

業」について23百万円、「セミコンシステム事業」について２百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少

しております。 

  

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

ＦＡ 
システム事業 
(百万円)

セミコン
システム事業 
(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 19,058 2,221 21,280 ─ 21,280

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 19,058 2,221 21,280 ─ 21,280

営業利益又は営業損失(△) 1,212 △428 784 ─ 784
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用148百万円の主なものは、セグメント間の

内部売上高にかかる売上原価であります。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア……マレーシア、中国 

３ 会計基準等の変更 

 ①「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  「定性的情報 ４その他 (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」

に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会

計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低価による簿価切下げの方法）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、当第３四半期連結累計期間の営業費用が「日本」について

85百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「アジア」については影響ありません。 

 ②「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 

  「定性的情報 ４その他 (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」

に記載のとおり、「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」(企業会計基

準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必

要な修正を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業費用が「アジア」につい

て11百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「日本」については影響ありません。 

４ 追加情報 

当社及び国内連結子会社は、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

結会計期間より機械装置の耐用年数の変更を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業費用が「日本」について

26百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「アジア」については影響ありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(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 21,276 3 21,280 ─ 21,280

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 598 598 (598) ─

計 21,276 602 21,878 (598) 21,280

営業利益又は営業損失(△) 839 △80 759 25 784

(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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「参考」

 前年同四半期に係る財務諸表

(1) （要約）前四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
 至 平成20年９月30日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 28,147

Ⅱ 売上原価 22,306

   売上総利益 5,840

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,111

   営業利益 3,728

Ⅳ 営業外収益 33

Ⅴ 営業外費用 139

   経常利益 3,622

Ⅵ 特別損失 20

   税金等調整前 
   四半期純利益

3,602

   法人税等 1,449

   四半期純利益 2,152
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(2) （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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 3,602

   減価償却費 501

   売上債権の減少額(又は増加額(△)) 1,275

   たな卸資産の減少額(又は増加額(△)) △1,690

   仕入債務の増加額(又は減少額(△)) 1,949

   その他 △1,761

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,876

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

      投資有価証券の取得による支出 △1

   有形固定資産の取得による支出 △5,853

   有形固定資産の売却による収入 3

   無形固定資産の取得による支出 △44

   その他 △8

   投資活動によるキャッシュ・フロー △5,904

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △199

   その他 66

   財務活動によるキャッシュ・フロー △132

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 12

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額(△)) △2,148

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,974

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 825
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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〕

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日)

ＦＡ
システム事業
(百万円)

セミコン
システム事業
(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 21,588 6,558 28,147 ─ 28,147

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 21,588 6,558 28,147 ─ 28,147

  営業利益 3,108 620 3,728 ─ 3,728

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日)

日本
(百万円)

アジア
(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 28,147 ─ 28,147 ─ 28,147

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 1,290 1,290 (1,290) ─

計 28,147 1,290 29,438 (1,290) 28,147

  営業利益 3,677 33 3,711 17 3,728
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(1) 受注実績 

当第３四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

6. その他の情報

 受注及び販売の状況

事業の種類別セグメントの名称
受注高
(百万円)

前年同期比(％)
受注残高 
(百万円)

前年同期比(％)

ＦＡシステム事業 7,092 27.2 10,166 40.7

セミコンシステム事業 2,634 52.3 1,217 87.8

合計 9,726 31.3 11,384 43.2

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

ＦＡシステム事業 19,058 88.3

セミコンシステム事業 2,221 33.9

合計 21,280 75.6
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