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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） 

（注）1株当たり四半期純利益は、普通株式に係る金額であります。 

(2) 連結財政状態 

（注）当第2四半期における1株当たり純資産額は、連結貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に対する残余財産の分配額及び累積未払配当
額を控除して算定しております。 
 

(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 3,778 △49.3 △1,050 ― △1,185 ― △1,445 ―

21年3月期第2四半期 7,454 ― 157 ― 112 ― 104 ―

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 △69.94 ―

21年3月期第2四半期 4.87 ―

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 15,919 2,777 17.4 △129.25

21年3月期 12,389 △1,301 △10.5 △60.42

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,777百万円 21年3月期  △1,301百万円

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  

配当の状況は、普通株式に係るものであります。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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  無  
連結業績予想における1株当たり当期純利益は、普通株式に係る金額であります。 

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 8,200 △39.9 △1,200 ― △1,400 ― △3,500 ― △169.55
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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） 

(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あたっての注意事項について
は、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覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 21,538,000株 21年3月期  21,538,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,157株 21年3月期  2,928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 21,534,917株 21年3月期第2四半期 21,535,444株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、企業生産活動に改善の兆しが見え、個人消費も持ち

直しの動きがあったものの、急速な円高の進行に加え、雇用情勢の悪化により厳しい状況が続きました。 

 当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましても、通信・電子機器分野及び産業機器分野と

もに設備投資計画の抑制等による需要縮小が続きました。  

 このような状況のもと、当社グループは、平成21年４月27日に「経営再建プラン」を公表し、洗浄装置

事業の終息等による事業の選択と集中、生産拠点の集約による経営効率化や固定費削減等の構造改革を推

進しているところですが、当第２四半期連結累計期間におきましては、電子機器事業の一部に需要の回復

が見られたものの、受注・売上とも前年同期を大幅に下回りました。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,778百万円（前年同期比49.3%減）、営業損失

1,050百万円、経常損失1,185百万円、四半期純損失1,445百万円となりました。  

 なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。  

  

【電子機器事業】 

同軸・導波管コンポーネントは、通信用アンテナ共用器やレーダ機器の給電系コンポーネント等の需要

増加により売上が増加しましたが、通信・電子機器は、基地局用収容箱や通信エリア拡張装置の需要減少

に加え、前年同期に計上したレーダ機器試験用シミュレータ等の大口案件が無かったことや、海外向け放

射線治療装置用ＲＦドライバが減少したことから、電子機器事業の売上高は前年同期に比べ減少いたしま

した。  

 この結果、電子機器事業部門の売上高は2,227百万円（前年同期比38.0%減）、営業損失は516百万円と

なりました。  

  

【産業機器事業】 

高周波応用機器は、太陽電池用シリコン溶解向け高周波電源の大口売上が計上されたものの、焼入れ・

焼嵌や薄板加熱向け機器等については、設備投資の抑制や計画延期等により減少し、また、洗浄装置も事

業終息に伴い減少したことから、産業機器事業の売上高は前年同期に比べ大幅に減少しました。  

 この結果、産業機器事業部門の売上高は1,551百万円（前年同期比59.8%減）、営業損失は534百万円と

なりました。  

  

当社は、平成21年６月26日開催の定時株主総会において、三菱電機株式会社を割当先とするＡ種優先株

式及びＢ種優先株式（以下あわせて「本優先株式」という）の発行について、本優先株式の発行に必要な

定款変更が承認可決され、平成21年６月29日に本優先株式による総額5,500百万円の払込を受けておりま

す。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて3,529百万円増加し、

15,919百万円となりました。内訳は、現金及び預金が4,882百万円増加した一方、売上高の減少並びに資

金効率化の推進により受取手形及び売掛金が934百万円、棚卸資産が331百万円減少したこと等によりま

す。  

 負債は、前連結会計年度末に比べて548百万円減少し、13,142百万円となりました。これは、未払金が

303百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が407百万円、借入金が220百万円、退職給付引当金が120百

万円減少したこと等によります。  

  純資産は、前連結会計年度末に比べて4,078百万円増加し、2,777百万円となりました。これは、当第２

四半期純損失1,445百万円の計上があったものの、本優先株式の払込みにより資本金が2,750百万円、資本

剰余金が2,750百万円それぞれ増加したこと等によります。   

  

平成21年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に

変更ありません。  

（注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は予

想と異なる可能性があります。 

  

【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

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簡便な会計処理 

 a.棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の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る方法によっております。 

 b.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。 

②四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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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：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 6,628 1,745

受取手形及び売掛金 3,211 4,146

商品及び製品 436 689

仕掛品 1,290 1,395

原材料及び貯蔵品 280 252

その他 54 55

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 11,898 8,282

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,268 1,309

土地 1,305 1,305

その他（純額） 509 575

有形固定資産合計 3,084 3,191

無形固定資産 581 587

投資その他の資産   

投資有価証券 312 279

その他 50 61

貸倒引当金 △7 △12

投資その他の資産合計 355 328

固定資産合計 4,021 4,107

資産合計 15,919 12,389
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(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 995 1,403

短期借入金 6,900 6,100

1年内返済予定の長期借入金 940 1,740

未払法人税等 30 32

製品保証引当金 67 82

その他 1,081 844

流動負債合計 10,015 10,202

固定負債   

長期借入金 600 820

退職給付引当金 2,340 2,461

役員退職慰労引当金 28 32

その他 157 174

固定負債合計 3,126 3,488

負債合計 13,142 13,690

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,750 4,000

資本剰余金 6,223 3,473

利益剰余金 △10,144 △8,699

自己株式 △1 △1

株主資本合計 2,827 △1,226

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △29

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △52 △45

評価・換算差額等合計 △50 △74

純資産合計 2,777 △1,301

負債純資産合計 15,919 12,389
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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：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 7,454 3,778

売上原価 5,530 3,671

売上総利益 1,924 106

販売費及び一般管理費 1,767 1,157

営業利益又は営業損失（△） 157 △1,050

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 4 3

助成金収入 － 39

為替差益 31 －

その他 8 7

営業外収益合計 46 52

営業外費用   

支払利息 72 66

株式交付費 － 63

為替差損 － 17

その他 19 39

営業外費用合計 92 187

経常利益又は経常損失（△） 112 △1,185

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 2

特別利益合計 0 2

特別損失   

事業構造改善費用 － 255

特別損失合計 － 255

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（△）

112 △1,438

法人税等 8 7

四半期純利益又は四半期純損失（△） 104 △1,445
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該当事項はありません。 

  

 ①事業の種類別セグメント情報 

  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 事業区分の方法 

 事業区分の方法は、当社製品の市場における用途に応じて、電子機器と産業機器にセグメンテーション 

しております。 

２ 各事業の主要な製品 

 (1) 電子機器・・・通信関連機器、電子関連機器、同軸・導波管コンポーネント関連機器 

  (2) 産業機器・・・高周波応用機器、フラットパネル洗浄装置、精密洗浄装置 

  

  ②所在地別セグメント情報 

  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） 

    全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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。 

  

  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「本邦」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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

電子機器 
(百万円)

産業機器
(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 3,591 3,863 7,454 ― 7,454

 (2) セグメント間の内部売上高
   又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,591 3,863 7,454 ― 7,454

 営業利益 86 71 157 ― 157

電子機器 
(百万円)

産業機器
(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 2,227 1,551 3,778 ― 3,778

 (2) セグメント間の内部売上高
   又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,227 1,551 3,778 ― 3,778

 営業損失 516 534 1,050 ― 1,050
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  ③海外売上高 

  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 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。 

 ２ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

 ３ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米・・・アメリカ、カナダ等 

  (2) アジア・・・韓国、ベトナム、タイ等 

  (3) その他の地域・・・ロシア等 

  

当社は、平成21年６月29日付で、三菱電機株式会社から優先株式による第三者割当増資の払込みを受
けました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が2,750百万円、資本準備金が2,750百
万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が6,750百万円、資本剰余金が6,223百万円と
なっております。 

  

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 453 2,177 37 2,668

Ⅱ 連結売上高（百万円） 7,454

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

6.1 29.2 0.5 35.8

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 305 718 3 1,027

Ⅱ 連結売上高（百万円） 3,778

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

8.1 19.0 0.1 27.2

(5) 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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