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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 18,307 △25.6 △1,110 ― △1,728 ― △1,232 ―

21年3月期第2四半期 24,614 ― 43 ― 5 ― 112 ―

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 △23.24 ―

21年3月期第2四半期 2.13 1.82

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 79,442 25,766 32.4 486.08
21年3月期 77,673 26,573 34.2 501.28

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  25,766百万円 21年3月期  26,573百万円

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

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 ― 3.50 ― 2.50 6.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 6.00

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 50,000 2.4 800 ― 300 ― 200 ― 3.77



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「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「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.上記の業績予想につきましては、平成２１年７月３０日に公表しました内容から変更しております。上記の予想は、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値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資
料の３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参照ください。 

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3月期第2四半期 53,167,798株 21年3月期  53,167,798株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  157,880株 21年3月期  157,158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 53,010,629株 21年3月期第2四半期 53,021,651株



 当第２四半期におけるわが国経済は、政府の景気刺激策の効果等もあり、一部に持ち直しの動きが見られたもの

の、世界的な金融危機を背景とした設備投資の抑制や企業業績・雇用情勢の悪化など、国内経済は依然として厳しい

状況が続いております。 

このような環境下にありまして、当社グループは一体となりまして各分野の受注確保と拡販に努めるとともに、新製

品の開発と用途拡大に取り組んでまいりましたが、景気低迷の影響を受け、当社グループの当第２四半期の売上高

は、前年同期比25.6％減少し、18,307百万円となりました。営業損益、経常損益につきましては、それぞれ△1,110

百万円（前年同期43百万円)、△1,728百万円(前年同期5百万円）、第２四半期純損益は△1,232百万円（前年同期112

百万円）となっております。  

  

  

 当第２四半期の総資産は、前期末と比べ1,768百万円増加し、79,442百万円となりました。また、負債合計は、前

期末に比べ2,574百万円増加し、53,675百万円となりました。なお、純資産は25,766百万円となり、自己資本比率は

前期末に比べ1.8ポイント悪化し、32.4%となっております。  

  

  

 当第２四半期連結累計期間の業績予想と実績の差異につきましては、売上高は下期以降へのずれ込みにより前回予

想(20,000百万円)を下回るものの、営業利益は販売構成の好転やコスト合理化の拡大などにより前回予想(△1,250百

万円)を上回りました。なお、経常利益並びに四半期純利益につきましては、為替レートが円高に推移しましたこと

により、前回予想(それぞれ△1,500百万円、△1,100百万円)を下回りました。 

 また、通期の業績予想におきましては、引き続き受注確保に努めますものの、プラズマプロセス装置の需要回復遅

れ等に伴い、売上高、各損益とも前回予想(売上高50,500百万円、営業利益1,000百万円、経常利益500百万円、当期

純利益300百万円)を下回る見込みであります。  

  

  

 当第２四半期において重要な子会社の異動はございません。 

 なお、平成21年10月19日に公表いたしました通り、当第２四半期経過後にSPP Process Technology Systems 

Ltd(英国)他の子会社を設立の上、Aviza Technology,Incの一部事業の買収を実行し、対象事業・資産を引き継

いでおります。  

  

影響額が僅少なものにつき、簡便的な方法を採用しております。  

  

  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年以上の工事については工事進行基準を、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したが、第１四半期連結会計期間より、同期間に着手した工事

契約に対して、「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)を適用しております。 

 なお、この変更による損益への影響はありません。 

  

  

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

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



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 7,048 7,907

受取手形及び売掛金 19,121 21,784

製品 4,442 4,034

仕掛品 11,501 9,732

原材料及び貯蔵品 5,978 5,256

その他 3,509 3,740

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 51,600 52,453

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,664 9,304

その他（純額） 11,871 10,492

有形固定資産合計 22,535 19,797

無形固定資産   

のれん 300 318

その他 291 288

無形固定資産合計 591 607

投資その他の資産 4,715 4,815

固定資産合計 27,841 25,219

資産合計 79,442 77,673

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,040 10,245

短期借入金 17,118 14,965

1年内返済予定の長期借入金 2,074 1,303

未払法人税等 96 143

賞与引当金 1,188 1,178

その他 5,556 5,531

流動負債合計 34,075 33,368

固定負債   

新株予約権付社債 4,995 4,995

長期借入金 13,120 12,445

退職給付引当金 249 41

その他 1,235 250

固定負債合計 19,600 17,732

負債合計 53,675 51,100



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,311 10,311

資本剰余金 11,332 11,332

利益剰余金 3,405 4,770

自己株式 △69 △69

株主資本合計 24,980 26,345

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 175 125

繰延ヘッジ損益 66 －

為替換算調整勘定 544 102

評価・換算差額等合計 786 227

純資産合計 25,766 26,573

負債純資産合計 79,442 77,673



（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 24,614 18,307

売上原価 19,577 15,025

売上総利益 5,037 3,281

販売費及び一般管理費 4,993 4,392

営業利益又は営業損失（△） 43 △1,110

営業外収益   

受取利息 12 9

受取配当金 28 29

持分法による投資利益 250 －

その他 68 26

営業外収益合計 360 65

営業外費用   

支払利息 272 192

持分法による投資損失 － 50

固定資産廃却損 39 35

為替差損 31 363

その他 55 40

営業外費用合計 398 682

経常利益又は経常損失（△） 5 △1,728

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（△）

5 △1,728

法人税、住民税及び事業税 51 66

法人税等調整額 △158 △563

法人税等合計 △107 △496

四半期純利益又は四半期純損失（△） 112 △1,232



（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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

5 △1,728

減価償却費 1,127 1,411

のれん償却額 18 18

賞与引当金の増減額（△は減少） △10 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20 208

受取利息及び受取配当金 △41 △38

支払利息 272 192

為替差損益（△は益） 167 69

持分法による投資損益（△は益） △250 50

固定資産廃却損 39 35

売上債権の増減額（△は増加） 513 3,058

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,261 △2,653

仕入債務の増減額（△は減少） 225 △2,198

その他の資産の増減額（△は増加） 368 △149

その他の負債の増減額（△は減少） △1,638 △456

小計 △485 △2,169

利息及び配当金の受取額 32 38

利息の支払額 △273 △197

法人税等の還付額 89 309

法人税等の支払額 △55 △68

営業活動によるキャッシュ・フロー △692 △2,087

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 △2,752 △3,480

無形固定資産の取得による支出 △48 △32

投資有価証券の取得による支出 △74 △44

投資有価証券の売却による収入 14 －

関連会社の有償減資による収入 － 810

その他 24 207

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,837 △2,540

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） 177 1,573

長期借入れによる収入 350 2,000

長期借入金の返済による支出 △91 △644

リース債務の返済による支出 － △24

自己株式の純増減額（△は増加） △2 －

配当金の支払額 △185 △132

セール・アンド・リースバック取引による収入 － 935

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 248 3,708

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 △49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,270 △969

現金及び現金同等物の期首残高 6,872 7,888

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,602 6,919



 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) 

  

  

  

  

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)   

  

  

  

（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〕

  
航空宇宙油機事業

（百万円） 

熱交換器その他の

産業機器事業  

（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 10,002 14,612 24,614 － 24,614 

(2) 
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － －

  計 10,002 14,612 24,614  － 24,614 

  営業利益又は営業損失(△) △875 919 43 － 43 

  
航空宇宙油機事業

（百万円） 

熱交換器その他の

産業機器事業  

（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 9,030 9,277 18,307 － 18,307 

(2) 
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － －

  計 9,030 9,277 18,307  － 18,307 

  営業損失(△) △595 △515 △1,110 － △1,110 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（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 21,398 3,215 24,614 － 24,614 

(2) 
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
152 101 253 (253) －

  計 21,551 3,316 24,868  (253) 24,614 

  営業利益又は営業損失(△) △81 124 43 － 43 



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)  

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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) 

  

 （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 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………米国、カナダ 

(2）ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、フランス 

(3）アジア…………韓国、台湾、マレーシア 

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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,938  3,146  5,866  12  12,965

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          24,614

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 16.0  12.8  23.8  0.1  52.7

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,873  2,975  1,401  224  7,473

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          18,307

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 15.7  16.2  7.7  1.2  40.8

（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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