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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 35,456 △14.0 △2,240 ― △2,542 ― △1,211 ―

21年3月期第2四半期 41,215 ― △1,110 ― △1,036 ― △1,006 ―

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 △15.47 ―

21年3月期第2四半期 △12.85 ―

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 96,834 24,699 24.9 307.64
21年3月期 104,582 24,470 23.4 311.93

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  24,086百万円 21年3月期  24,423百万円

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 ― 2.50 ― 1.50 4.00

22年3月期 ― 2.50

22年3月期 
（予想）

― 2.50 5.00

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  
 

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 82,000 △2.2 800 ― 800 ― 300 ― 3.83
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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）  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。 

(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、４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 

 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、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりま
すが、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、当社の取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの変動など、今後様々な要因によって予想
数値と異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
日本電子データム株式会社、日本電
子アクティブ株式会社

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 79,365,600株 21年3月期  79,365,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,069,534株 21年3月期  1,068,989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 78,296,491株 21年3月期第2四半期 78,302,920株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気低迷等の影響を受け、民間設備投資の

大幅な減少や雇用情勢の悪化等により厳しい状況が続きました。また海外では、中国において景気の持ち

直しが見えるものの、欧米においては、景気の低迷が続きました。 

このような状況下、当社グループは、中期経営計画「ACTION 60」（平成19年度～平成21年度）の基本

方針として技術戦略、生産戦略、営業・サービス戦略を中心に据え、企業価値の向上および経営基盤の強

化を図るとともに、受注・売上の確保に努めました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は35,456百万円（前年同期比14.0%減）となりました。 

損益面におきましては、営業損失は2,240百万円（前年同期は営業損失1,110百万円）、経常損失は

2,542百万円（前年同期は経常損失1,036百万円）、四半期純損失は1,211百万円（前年同期は純損失1,006

百万円）となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

① 理科学機器 

透過電子顕微鏡、分析機器とも官公需を中心に受注は増加しましたが、売上は減少しました。 

この結果、売上高は14,963百万円（前年同期比14.2%減）となりました。 

② 産業機器 

走査電子顕微鏡は、民間企業の設備投資抑制の影響を受け、売上は減少しました。 

電子ビーム描画装置は、市場のニーズが低調に推移し売上は減少しましたが、電子銃・電源、医用

関連機器の売上は前年同期並みの売上を確保しました。 

この結果、売上高は20,493百万円（前年同期比13.8%減）となりました。 
  
所在地別のセグメントの業績は次のとおりであります。  

① 日本 

理科学機器については、透過電子顕微鏡、分析機器とも官公需を中心に前年同期並みの売上を確保
しました。 

産業機器については、走査電子顕微鏡は、民間企業の設備投資抑制の影響を受け売上は減少しまし

た。電子ビーム描画装置は、市場のニーズが低調に推移し売上は減少しましたが、電子銃・電源、医

用関連機器の売上は前年同期並みの売上を確保しました。 

この結果、売上高は23,694百万円（前年同期比15.2%減）となりました。 
  

② 北米・中南米 

景気低迷等の影響もあり、売上は減少しました。 

この結果、売上高は4,505百万円（前年同期比21.6%減）となりました。  
  

③ その他 

欧州、アジア地域とも電子顕微鏡を中心に前年同期並みの売上を確保しました。 

この結果、売上高は7,255百万円（前年同期比3.8%減）となりました。 
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から7,747百万円減少し96,834百万

円となりました。主なものとしては、受取手形及び売掛金が5,382百万円減少、たな卸資産が707百万

円減少しております。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から7,975百万円減少し72,135百万

円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少3,958百万円、短期借入金の減少3,042百万

円、転換社債の減少4,588百万円等によるものであります。 

一方、当第２四半期会計期間末の純資産合計は、利益剰余金の減少があったもののその他有価証券

評価差額金の増加に伴い24,699百万円となりました。以上の結果、当第２四半期末の自己資本比率は

前連結会計年度末から1.5%増加し24.9%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
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(2) キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動に

よる資金の減少が215百万円であったことに加え、投資活動による資金の減少が516百万円となりまし

た。 

また、借入金の返済、転換社債の償還による支出及び配当金の支払等を行い、財務活動による資金

の減少は1,709百万円となりました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の資金は6,518百万円

となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間末において営業活動による資金の減少は215百万円となりました。これ

は主に税金等調整前四半期純損失であったことに加え、仕入債務の減少等により減少したものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間末において投資活動による資金の減少は516百万円となりました。これ

は主に保険積立金の解約による収入があったものの有形固定資産の取得による支出等により減少した

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間末において財務活動による資金の減少は1,709百万円となりました。こ

れは主に借入金の返済、転換社債の償還による支出及び配当金の支払等によるものであります。 
  

平成22年3月期の連結業績予想につきましては、平成21年5月14日に公表しました業績予想に変更はご

ざいません。 
    

（主要な関係会社の異動） 

連結除外：日本電子データム株式会社、日本電子アクティブ株式会社 

前期末において当社の連結子会社であった日本電子データム株式会社及び日本電子アクティブ株式

会社は、平成21年７月１日付で当社に吸収合併され、消滅しました。 
  

簡便な会計処理 
① 一般債権の貸倒見積額の算定方法 

当第２四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 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按分して算定す
る方法によっております。 

③ 法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

税引前純利益に重要な税務調整を加えた後の課税所得を基に未払法人税等を算出しておりま
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、または、

一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味して利用する方法によって
おります。 
  

（四半期連結損益計算書） 

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受託研究収入」は、

営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記しておりま

す。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受託研究収入」は58百

万円であります。 

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
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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 6,587 9,243

受取手形及び売掛金 15,559 20,940

商品及び製品 16,133 18,254

仕掛品 20,312 18,640

原材料及び貯蔵品 2,924 3,183

その他 3,555 4,443

貸倒引当金 △243 △258

流動資産合計 64,829 74,448

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,419 7,341

機械装置及び運搬具（純額） 769 771

工具、器具及び備品（純額） 4,129 4,684

土地 1,476 1,498

リース資産（純額） 472 151

建設仮勘定 506 879

有形固定資産合計 14,774 15,326

無形固定資産 1,006 1,001

投資その他の資産   

投資有価証券 8,088 6,349

その他 7,986 7,368

貸倒引当金 △73 △62

投資その他の資産合計 16,001 13,655

固定資産合計 31,782 29,983

繰延資産 222 150

資産合計 96,834 104,582
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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 12,914 16,872

短期借入金 21,008 24,050

1年内償還予定の社債 2,081 1,281

1年内償還予定の転換社債 － 4,588

未払法人税等 267 444

賞与引当金 1,091 835

その他 9,794 11,630

流動負債合計 47,157 59,702

固定負債   

社債 9,528 7,018

長期借入金 7,947 5,960

退職給付引当金 6,458 6,104

役員退職慰労引当金 409 855

その他 635 469

固定負債合計 24,978 20,408

負債合計 72,135 80,111

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,740 6,740

資本剰余金 6,346 6,346

利益剰余金 12,005 13,569

自己株式 △531 △530

株主資本合計 24,560 26,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,502 334

繰延ヘッジ損益 63 △88

為替換算調整勘定 △2,039 △1,948

評価・換算差額等合計 △473 △1,702

少数株主持分 612 47

純資産合計 24,699 24,470

負債純資産合計 96,834 104,582
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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 41,215 35,456

売上原価 28,049 25,294

売上総利益 13,165 10,161

販売費及び一般管理費 11,302 10,031

開発研究費 2,973 2,370

営業損失（△） △1,110 △2,240

営業外収益   

受取利息 54 23

受取配当金 62 56

受託研究収入 － 134

持分法による投資利益 58 10

為替差益 278 －

その他 211 179

営業外収益合計 665 404

営業外費用   

支払利息 256 279

売上債権売却損 189 98

為替差損 － 161

その他 145 167

営業外費用合計 591 707

経常損失（△） △1,036 △2,542

特別利益   

固定資産売却益 1 3

投資有価証券売却益 － 70

貸倒引当金戻入額 9 8

保険解約返戻金 － 125

持分変動利益 － 327

過年度損益修正益 － 44

その他 7 3

特別利益合計 18 583

特別損失   

固定資産売却損 － 2

固定資産除却損 13 80

投資有価証券評価損 200 194

製品補償費用 － 117

その他 10 13

特別損失合計 224 408

税金等調整前四半期純損失（△） △1,241 △2,367

法人税、住民税及び事業税 802 421

法人税等調整額 △1,008 △1,527

法人税等合計 △205 △1,105

少数株主損失（△） △30 △50

四半期純損失（△） △1,006 △1,211
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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）

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（△） △1,241 △2,367

減価償却費 1,685 1,624

賞与引当金の増減額（△は減少） 151 254

退職給付引当金の増減額（△は減少） △78 115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 88 △445

固定資産除売却損益（△は益） 11 79

投資有価証券売却損益（△は益） － △70

投資有価証券評価損益（△は益） 200 194

保険解約損益（△は益） － △125

持分変動損益（△は益） － △327

製品補償費用 － 117

受取利息及び受取配当金 △116 △80

支払利息 256 279

売上債権売却損 189 98

売上債権の増減額（△は増加） 4,555 5,273

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,757 678

仕入債務の増減額（△は減少） △1,230 △3,877

その他 △350 △831

小計 △636 590

利息及び配当金の受取額 123 86

利息の支払額 △262 △280

売上債権売却損の支払額 △189 △98

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △597 △512

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,560 △215

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 △200 △10

投資有価証券の売却による収入 － 175

有形固定資産の取得による支出 △2,594 △895

保険積立金の解約による収入 － 382

その他 △109 △168

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,904 △516

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） 2,787 △3,048

長期借入れによる収入 1,000 3,500

長期借入金の返済による支出 △986 △1,594

社債の発行による収入 2,493 3,903

社債の償還による支出 △230 △690

転換社債の償還による支出 － △4,588

少数株主からの払込みによる収入 － 972

配当金の支払額 △197 △118

その他 △5 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,860 △1,709

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100 △77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 295 △2,518

現金及び現金同等物の期首残高 9,163 9,037

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,459 6,518
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当第２四半期連結会計期間(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。 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、製品の販売市場別に区分しております。 

２ 各区分に属する主要製品名 

 

３ 「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、主として移動平均法による原価法及び 終仕入

原価法から移動平均法による原価法及び 終仕入原価法(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２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益は理

科学機器事業が90百万円、産業機器事業が258百万円それぞれ減少しております。 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、製品の販売市場別に区分しております。 

２ 各区分に属する主要製品名 

(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】

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)

理科学機器 
(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

17,434 23,780 41,215 ― 41,215

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ( ―) ―

計 17,434 23,780 41,215 ( ―) 41,215

営業利益又は営業損失(△) △386 827 440 (1,550) △1,110

事業区分 主要製品名

理科学機器 透過電子顕微鏡等の電子光学機器、核磁気共鳴装置、質量分析計等の分析機器等

産業機器
走査電子顕微鏡等の計測検査機器、電子ビーム描画装置、高周波電源、自動分析装置
他

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)

理科学機器 
(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

14,963 20,493 35,456 ― 35,456

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ( ―) ―

計 14,963 20,493 35,456 ( ―) 35,456

営業利益又は営業損失(△) △161 △356 △517 (1,722) △2,240

事業区分 主要製品名

理科学機器 透過電子顕微鏡等の電子光学機器、核磁気共鳴装置、質量分析計等の分析機器等

産業機器
走査電子顕微鏡等の計測検査機器、電子ビーム描画装置、高周波電源、自動分析装置
他
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(注) １ 地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

(1) 北米・中南米 ・・・・ 米国、カナダ、メキシコ 

(2) その他の地域 ・・・・ 欧州、東南アジア、オーストラリア 

３ 「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、主として移動平均法による原価法及び 終仕

入原価法から移動平均法による原価法及び 終仕入原価法(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２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益は

日本が348百万円減少しております。 

  

  

 
(注) １ 地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

(1) 北米・中南米 ・・・・ 米国、カナダ、メキシコ 

(2) その他の地域 ・・・・ 欧州、東南アジア、オーストラリア 

  

  

【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)

日本 
(百万円)

北米
中南米  
(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

27,929 5,745 7,539 41,215 ― 41,215

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6,187 122 116 6,425 （6,425) ―

計 34,117 5,868 7,655 47,641 (6,425) 41,215

営業利益又は営業損失(△) △323 303 513 493 (1,604) △1,110

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)

日本 
(百万円)

北米
中南米  
(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

23,694 4,505 7,255 35,456 ― 35,456

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,298 54 53 4,406 （4,406) ―

計 27,993 4,560 7,308 39,862 (4,406) 35,456

営業利益又は営業損失(△) △1,544 103 437 △1,002 (1,237) △2,240
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(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・中南米 ・・・・ 米国、カナダ、メキシコ 

(2) その他の地域 ・・・・ 欧州、アジア、オーストラリア 

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。 

  

  

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・中南米 ・・・・ 米国、カナダ、メキシコ 

(2) その他の地域 ・・・・ 欧州、アジア、オーストラリア 

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】

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)

北米・中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,948 12,781 21,730

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 41,215

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

21.7 31.0 52.7

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)

北米・中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,430 10,960 19,390

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 35,456

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.8 30.9 54.7

(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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