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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第2四半期 45,623 △31.3 △7,382 ― △6,855 ― △7,513 ―

21年3月期第2四半期 66,442 ― △1,216 ― △652 ― △1,007 ―

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2四半期 △73.04 ―

21年3月期第2四半期 △9.79 ―

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2四半期 129,170 72,912 56.4 708.13
21年3月期 138,546 81,317 58.6 789.31

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  72,847百万円 21年3月期  81,207百万円

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

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

21年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00

22年3月期 ― 4.00

22年3月期 
（予想）

― 6.00 10.00

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 120,000 △6.7 △7,300 ― △6,800 ― △4,800 ― △46.66



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） 

（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．平成21年７月24日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
て、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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3月期第2四半期 105,221,259株 21年3月期  105,221,259株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,348,333株 21年3月期  2,337,139株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 102,877,859株 21年3月期第2四半期 102,905,323株



 当第２四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く事業環境は、前年度から続く半導体メーカーをはじめとす

る設備投資需要の抑制傾向に依然として好転が見られず、また既存製品の価格競争についても厳しい状況が続いて

います。このような状況の中で当社グループは、各分野において競争力のある製品の開発や原価低減を推進すると

ともに、人件費その他の固定費の削減や設備投資の厳選につとめて参りましたが、受注高は56,175百万円（前年同

期比19.8%減）、売上高は45,623百万円（前年同期比31.3%減）、営業損失は7,382百万円（前年同期は同1,216百万

円）、経常損失は6,855百万円（前年同期は同652百万円）、四半期純損失は7,513百万円（前年同期は同1,007百万

円）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間のセグメント別営業状況は次の通りです。  

【通信・情報システム】 

 通信・情報システム部門（移動体通信システム、公共通信システム、情報処理システム等）では、防災行政無線

システムでの厳しい価格競争による影響が続いていますが、製品差別化や価格競争力強化等により、シェアの拡大

を図っております。移動体通信システム、情報処理システム等の製品分野においては民間企業の設備投資抑制が継

続しております。その結果、売上高は18,341百万円となり、前年同期に比べ4,145百万円（18.4%）減少しました。

売上高の減少などにより営業損失は2,356百万円（前年同期は同1,708百万円）となりました。 

【放送・映像システム】 

 放送・映像システム部門（放送システム、映像システム、ＣＡＴＶ、アンテナ等）では、大型受注案件の工事進

行基準適用による売上高の増加はあったものの、放送局関連の全般的な設備投資抑制により売上高全体の伸張には

及びませんでした。その結果、売上高は19,081百万円となり、前年同期に比べ1,679百万円（8.1%）減少しました。

営業損益については、放送テープレスシステムの開発コスト増加や売上高の減少などにより営業損失が2,533百万円

（前年同期は同431百万円）となりました。 

【半導体製造システム】 

 半導体製造システム部門（バッチＱＴＡＴ装置、バッチ酸化・拡散／ＬＰＣＶＤ装置等）では、全般的にはメモ

リーメーカーの大幅な設備投資抑制は継続しておりますが、一部では設備投資需要に回復傾向が見られます。その

結果、売上高は8,200百万円で、前年同期に比べ14,994百万円（64.6%）減少しました。売上高の減少などにより営

業損失は2,493百万円（前年同期は営業利益912百万円）となりました。   

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて9,376百万円減少し、129,170百万円となり

ました。流動資産は、売掛金の回収等により7,067百万円減少し、95,553百万円となりました。固定資産は、2,308

百万円減少し、33,616百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて971百万円減少し、56,258百万円となりまし

た。流動負債は、買掛金の支払等により1,289百万円減少し、29,299百万円となりました。固定負債は、318百万円

増加し、26,959百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて8,405百万円減少して72,912百万円となり、

自己資本比率は56.4%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

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

 通期の連結業績予想は、放送・映像システム分野において、映像情報の高度化に伴うテープレスシステムの市場拡

大に対応するため、基盤技術への開発投資を追加実施することに加え、現在構築中の大型システムに関するコストが

当初予定よりも増加する見通しであることから、修正をいたしました。 

 詳細は、平成21年10月28日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、平成21年７月24日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

（通期） 

  
  

 該当事項はありません。    

  

 固定資産の減価償却費の算定等、影響額が僅少なものについては一部簡便な会計処理を採用しております。 

  

 （会計処理の変更）  

  従来、据付工事を含む契約については据付完了基準を、請負工事契約を締結している一部の工事について

は工事進行基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年

12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）を第１四半期連結会計期間より適用し、当第２四半期連結累計期間末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用しております。  

  これにより、売上高は3,972百万円増加し、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123百万円減少しております。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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（Ａ） 120,000 △4,500 △4,500 △2,500 △24 30 

今回修正予想（Ｂ） 120,000 △7,300 △6,800 △4,800 △46 66 

増減額（Ｂ－Ａ） － △2,800 △2,300 △2,300 －   

増 減 率 （ ％ ） － － － － －   

前 期 実 績 128,586 △11,407 △10,996 △24,880 △241 79 

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



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２四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,849 36,162

グループ内預入金 26,306 12

受取手形及び売掛金 23,063 35,798

商品及び製品 7,196 7,754

仕掛品 13,916 12,880

原材料及び貯蔵品 4,817 5,867

繰延税金資産 2,220 2,650

その他 1,317 1,681

貸倒引当金 △135 △186

流動資産合計 95,553 102,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,686 13,979

機械装置及び運搬具（純額） 2,069 2,397

土地 5,508 5,508

建設仮勘定 261 295

その他（純額） 2,898 3,383

有形固定資産合計 24,423 25,565

無形固定資産 1,928 1,964

投資その他の資産   

投資有価証券 3,419 3,397

長期貸付金 42 36

繰延税金資産 2,286 2,330

その他 2,386 3,573

貸倒引当金 △870 △941

投資その他の資産合計 7,264 8,395

固定資産合計 33,616 35,925

資産合計 129,170 138,546



（単位：百万円）

当第２四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,727 15,222

短期借入金 1,417 1,417

未払法人税等 223 206

未払費用 7,094 7,494

製品保証引当金 636 926

工事損失引当金 1,024 －

設備関係支払手形 2 5

その他 4,173 5,317

流動負債合計 29,299 30,588

固定負債   

退職給付引当金 25,882 25,529

役員退職慰労引当金 365 343

繰延税金負債 448 469

その他 262 298

固定負債合計 26,959 26,640

負債合計 56,258 57,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,058 10,058

資本剰余金 26,204 26,204

利益剰余金 40,251 48,427

自己株式 △2,560 △2,553

株主資本合計 73,953 82,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 368 329

為替換算調整勘定 △1,474 △1,258

評価・換算差額等合計 △1,106 △928

少数株主持分 64 110

純資産合計 72,912 81,317

負債純資産合計 129,170 138,546



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 66,442 45,623

売上原価 52,387 40,084

売上総利益 14,054 5,538

販売費及び一般管理費 15,271 12,921

営業損失（△） △1,216 △7,382

営業外収益   

受取利息 224 89

受取配当金 213 104

有価証券売却益 － 233

持分法による投資利益 48 15

その他 345 387

営業外収益合計 831 831

営業外費用   

支払利息 11 8

固定資産処分損 85 49

遊休資産維持管理費用 － 70

その他 169 175

営業外費用合計 266 304

経常損失（△） △652 △6,855

税金等調整前四半期純損失（△） △652 △6,855

法人税、住民税及び事業税 442 171

法人税等調整額 △112 516

法人税等合計 330 687

少数株主利益又は少数株主損失（△） 25 △29

四半期純損失（△） △1,007 △7,513



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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損失（△） △652 △6,855

減価償却費 2,480 2,211

退職給付引当金の増減額（△は減少） △59 252

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59 16

製品保証引当金の増減額（△は減少） △199 △285

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 1,024

受取利息及び受取配当金 △437 △194

支払利息 11 8

固定資産処分損益（△は益） 63 30

固定資産売却損益（△は益） △16 △11

売上債権の増減額（△は増加） 23,059 13,010

たな卸資産の増減額（△は増加） 829 511

その他の流動資産の増減額（△は増加） △106 72

仕入債務の増減額（△は減少） △12,748 △583

未払消費税等の増減額（△は減少） △223 △519

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,522 △1,506

その他 △144 △255

小計 8,274 6,928

利息及び配当金の受取額 712 194

利息の支払額 △10 △9

法人税等の支払額 △1,470 △471

法人税等の還付額 114 883

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,620 7,525

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 △193 △6

定期預金の払戻による収入 134 6

投資有価証券の取得による支出 △5 △204

投資有価証券の売却による収入 0 469

有形固定資産の取得による支出 △2,234 △718

有形固定資産の売却による収入 69 33

短期貸付金の増減額（△は増加） 6 1

変動金利型預金への投資による支出 △2,000 －

変動金利型預金の償還による収入 － 1,000

投資その他の資産の増減額（△は増加） 6 32

その他 △566 △283

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,783 330

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,028 △926

少数株主への配当金の支払額 △6 △14

自己株式の純増減額（△は増加） △25 △6

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,060 △949

現金及び現金同等物に係る換算差額 25 △232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,801 6,674

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 306

現金及び現金同等物の期首残高 51,208 36,064

現金及び現金同等物の四半期末残高 53,009 43,045



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

   

（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〕

  
通信・情報
システム 
（百万円） 

放送・映像
システム 
（百万円） 

半導体製造
システム 
（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  22,486  20,760  23,195  66,442 ―  66,442

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 151  48  7  206 (206) ―

計  22,637  20,808  23,202  66,648 (206)  66,442

営業利益又は営業損失（△）  △1,708  △431  912  △1,228  11  △1,216

  
通信・情報
システム 
（百万円） 

放送・映像
システム 
（百万円） 

半導体製造
システム 
（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  18,341  19,081  8,200  45,623 ―  45,623

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 45  107  8  161 (161) ―

計  18,386  19,189  8,209  45,785 (161)  45,623

営業利益又は営業損失（△）  △2,356  △2,533  △2,493  △7,382  0  △7,382



  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

      

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

 該当事項はありません。  

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 

その他の
地域 

（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  57,627  7,054  1,760  66,442 ―  66,442

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,892  433  464  6,791 (6,791) ―

計  63,520  7,487  2,225  73,233 (6,791)  66,442

営業利益又は営業損失（△）  △2,130  669  200  △1,260  43  △1,216

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 

その他の
地域 

（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  41,462  3,182  979  45,623 ―  45,623

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,499  167  340  3,006 (3,006) ―

計  43,961  3,349  1,319  48,630 (3,006)  45,623

営業利益又は営業損失（△）  △7,586  109  67  △7,409  26  △7,382

〔海外売上高〕

  北米 アジア 欧州他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  7,399  11,913  2,746  22,059

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ―  66,442

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 11.1  17.9  4.1  33.2

  北米 アジア 欧州他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,209  4,362  452  9,023

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ―  45,623

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 9.2  9.6  1.0  19.8

（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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