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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 5,224 △27.6 △663 ― △588 ― △1,081 ―

20年12月期第3四半期 7,216 △18.8 △375 ― △372 ― △239 ―

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 △318.17 ―

20年12月期第3四半期 △70.57 ―

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 10,817 6,139 56.8 1,805.67
20年12月期 14,850 7,223 48.6 2,124.54

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  6,139百万円 20年12月期  7,223百万円

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

20年12月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年12月期 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00

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  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

通期 8,622 △12.7 △960 ― △900 ― △1,442 ― △424.36

                  

1



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  
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） 

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．本資料に記載されている業績の見通し等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。 
２．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） 21年12月期第3四半期 3,400,000株 20年12月期  3,400,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  136株 20年12月期  136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 3,399,864株 20年12月期第3四半期 3,399,882株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年からの米国を発端とする世界経済の減速等の影響が続い

ており、急速な悪化には歯止めがかかったものの、依然として企業収益の悪化が進み、雇用、所得環境も厳しさが増

すなか、先行きの不透明感が続く状況となりました。 

このような状況のもと、プロセス機器及び金型樹脂成形品の営業に注力しましたが、当第３四半期連結累計期間の

業績は、売上高は52億24百万円（前年同期比27.6％減）、営業損失６億63百万円（前年同期は営業損失３億75百万

円）、経常損失５億88百万円（前年同期は経常損失３億72百万円）となりました。四半期純利益は、繰延税金資産の

取崩しを行ったことにより、四半期純損失10億81百万円（前年同期は四半期純損失２億39百万円）となりました。 

事業の種類別セグメント情報は以下のとおりです。 

（プロセス機器事業） 

液晶製造装置部門につきましては、テレビなど 終製品の販売の堅調さに比べ、製造装置への設備投資は、依然と

して厳しい状況で推移しました。国内はもとより海外につきましても新規装置の需要は激減しており、当面はこのよ

うな環境が続くものと思われます。このような状況のもと、液晶製造装置部門の売上高は、前年同期に比べ１億４百

万円減収の36億35百万円（前年同期比2.8％減）となりました。半導体関連機器部門につきましては、昨年来の設備

投資抑制により液晶製造装置以上の厳しい状況で推移いたしました。平成21年下期頃から回復を見込んでおりました

が、回復にはもうしばらく時間がかかる見通しから、平成21年７月29日に通期の業績予想の修正を行いました。この

ような状況のもと、半導体関連機器部門の売上高は前年同期に比べ11億85百万円減収の６億12百万円（前年同期比

65.9％減）になりました。 

以上の結果、プロセス機器事業の業績は、売上高は前年同期に比べ12億90百万円減収の42億47百万円（前年同期比

23.3％減）、営業損失は５億26百万円（前年同期は営業損失４億60百万円）となりました。 

（金型・樹脂成形事業） 

金型・樹脂成形事業につきましては、市場の急激な悪化から、徐々に回復に向かう状況での推移となりました。国

内は依然として厳しさが残っておりますが、中国を拠点に回復を見込んでおります。このような状況のもと、金型・

樹脂成形事業の売上高は、前年同期に比べ７億１百万円減収の９億77百万円（前年同期比41.8％減）、営業損失１億

36百万円（前年同期は営業利益84百万円）となりました。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より40億32百万円減少し、108億17百万円となりま

した。主な要因は、受取手形及び売掛金が17億36百万円、仕掛品が14億74百万円、繰延税金資産が４億29百万円それ

ぞれ減少したこと等によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末より29億48百万円減少し、46億78百万円となりまし

た。主な要因は、支払手形及び買掛金が19億84百万円、短期借入金が４億７百万円、前受金が５億12百万円それぞれ

減少したこと等によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、利益剰余金の減少に伴い、前連結会計年度末より10億84百万円減少

した61億39百万円となりました。  

  

  

 平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年７月29日に公表いたしました「繰延税金資産の取崩し並び 

に平成21年12月期第２四半期累計会計期間及び通期の業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」から変更 

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
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 該当事項はありません。  

  

   

①たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末のたな卸資産の算出につきましては、実地たな卸を省略し前連結会計年度末の

 実地たな卸高を基礎として合理的に算出しております。 

②固定資産の計算方法 

  固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

 年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

③税金費用の計算方法 

  税金費用については、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行税率を乗じて計算しております。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。  

  

  

①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）が適用されたことに伴い、たな卸資産の評価基準を主として個別法による原価法から主として個別法によ

 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の切下げ方法）に変更しております。この変

 更に伴う損益の影響はありません。 

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

 ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引

 に係る会計処理によっております。ただし、リース取引開始日がリース会計基準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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

 しております。この変更に伴う損益の影響は、該当取引がないためありません。  

  

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
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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 2,013,808 2,029,875

受取手形及び売掛金 1,143,468 2,879,501

商品及び製品 82,270 76,673

原材料及び貯蔵品 329,375 351,991

仕掛品 2,856,014 4,330,707

繰延税金資産 102,291 181,762

その他 75,426 274,046

貸倒引当金 △19,433 △19,970

流動資産合計 6,583,222 10,104,587

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,844,861 3,912,180

減価償却累計額 △1,840,899 △1,805,221

建物及び構築物（純額） 2,003,961 2,106,959

機械装置及び運搬具 1,712,521 1,568,745

減価償却累計額 △1,035,203 △888,212

機械装置及び運搬具（純額） 677,317 680,533

その他 1,610,223 1,633,574

減価償却累計額 △516,599 △508,311

その他（純額） 1,093,623 1,125,263

有形固定資産合計 3,774,903 3,912,755

無形固定資産   

ソフトウエア 28,960 35,347

その他 6,052 6,052

無形固定資産合計 35,012 41,399

投資その他の資産   

投資有価証券 294,965 310,103

繰延税金資産 1,677 352,112

その他 137,134 129,263

貸倒引当金 △9,610 －

投資その他の資産合計 424,167 791,479

固定資産合計 4,234,082 4,745,635

資産合計 10,817,305 14,850,222
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（単位：千円）

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 823,778 2,807,878

短期借入金 725,541 1,132,738

未払金 265,837 401,620

未払法人税等 33,739 7,866

前受金 1,215,339 1,728,211

製品保証引当金 45,780 52,100

賞与引当金 － 15,425

その他 93,777 25,196

流動負債合計 3,203,793 6,171,035

固定負債   

長期借入金 799,991 818,998

退職給付引当金 430,515 382,795

役員退職慰労引当金 239,425 247,156

その他 4,533 7,090

固定負債合計 1,474,465 1,456,041

負債合計 4,678,258 7,627,077

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395,240 1,395,240

資本剰余金 1,909,398 1,909,398

利益剰余金 2,900,629 3,982,366

自己株式 △436 △436

株主資本合計 6,204,831 7,286,567

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,762 △9,444

為替換算調整勘定 △64,021 △53,976

評価・換算差額等合計 △65,784 △63,421

純資産合計 6,139,046 7,223,145

負債純資産合計 10,817,305 14,850,222
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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：千円）

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 5,224,644

売上原価 4,850,207

売上総利益 374,437

販売費及び一般管理費 1,037,984

営業損失（△） △663,546

営業外収益  

受取利息 4,482

受取賃貸料 12,062

受取手数料 2,440

保険解約返戻金 62,350

為替差益 8,719

その他 10,326

営業外収益合計 100,381

営業外費用  

支払利息 24,950

その他 648

営業外費用合計 25,598

経常損失（△） △588,763

特別利益  

固定資産売却益 307

賞与引当金戻入額 15,425

関係会社株式売却益 100

特別利益合計 15,832

特別損失  

固定資産売却損 16

固定資産除却損 857

投資有価証券評価損 27,952

賃貸借契約解約損 11,394

損害賠償金 7,968

特別損失合計 48,187

税金等調整前四半期純損失（△） △621,118

法人税等 460,617

四半期純損失（△） △1,081,736
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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損失（△） △621,118

減価償却費 321,038

売上債権の増減額（△は増加） 1,736,446

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,491,013

仕入債務の増減額（△は減少） △1,963,718

前受金の増減額（△は減少） △519,522

その他 197,997

小計 642,136

法人税等の還付額 1,487

その他の支出 △17,765

営業活動によるキャッシュ・フロー 625,857

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 △182,939

無形固定資産の取得による支出 △10,629

その他 △7,454

投資活動によるキャッシュ・フロー △201,023

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） △470,388

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △455,052

長期未払金の増減額（△は減少） △4,093

配当金の支払額 △617

財務活動によるキャッシュ・フロー △430,150

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,144

現金及び現金同等物の期首残高 1,929,220

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,913,076
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 該当事項はありません。 

（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〕

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）  

  
プロセス機器事業

（千円） 

金型・樹脂成形
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  4,247,460  977,184  5,224,644  －  5,224,644

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  4,247,460  977,184  5,224,644  －  5,224,644

営業費用   4,774,336  1,113,854  5,888,191 －  5,888,191

 営業損失（△）  △526,876  △136,669  △663,546  －  △663,546

〔所在地別セグメント情報〕

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）  

  
日本 

（千円） 

北米 

（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    4,284,081    699,167 241,396    5,224,644  －    5,224,644

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
   605,586    241 14,892    620,719  △620,719  －

  計    4,889,667    699,408 256,288    5,845,364  △620,719    5,224,644

 営業費用    5,583,338    629,247 306,944    6,519,531  △631,339    5,888,191

 
営業利益又は営業損失

（△） 
   △693,670    70,160 △50,656    △674,166  10,620    △663,546

〔海外売上高〕

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）  

  北米 アジア その他地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  685,728  277,361  5,637  968,727

Ⅱ 連結売上高（千円）                        5,224,644

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 13.1  5.3  0.1  18.5

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  7,216,112

Ⅱ 売上原価  6,137,385

売上総利益  1,078,727

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,454,450

営業損失（△） △375,722

Ⅳ 営業外収益  50,174

Ⅴ 営業外費用  47,236

経常損失（△） △372,785

Ⅵ 特別利益  19

Ⅶ 特別損失  4,849

税金等調整前四半期純損失（△） △377,616

税金費用 △137,698

四半期純損失（△） △239,917
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（自 平成20年１月１日 
  至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純損失（△）  △377,616

減価償却費   323,247

売上債権の増減額（増加：△）   119,612

たな卸資産の増減額（増加：△）  △2,718,817

仕入債務の増減額（減少：△）   1,725,542

前受金の増減額（減少：△）   1,917,760

その他  △168,899

小計  820,829

法人税等の還付額   116,353

その他  △2,281

営業活動によるキャッシュ・フロー  934,901

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  △258,485

無形固定資産の取得による支出  △5,929

その他   9,744

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,671

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（△は減少）  △30,542

長期借入れによる収入   480,000

長期借入金の返済による支出  △449,852

配当金の支払額  △101,683

その他  △1,439

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,517

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △40,123

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  536,590

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,019,311

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,555,902
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