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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 22,081 △33.8 △3,732 ― △3,521 ― △3,840 ―

21年3月期第3四半期 33,353 ― △2,372 ― △2,577 ― △5,632 ―

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3四半期 △77.72 ―

21年3月期第3四半期 △113.97 ―

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3四半期 48,605 14,967 30.8 302.69
21年3月期 55,649 18,870 33.7 379.84

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,958百万円 21年3月期  18,770百万円

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  

22年３月期の期末配当予想額は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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 ― 4.00 ― 0.00 4.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

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 42,000 △14.3 △800 ― △900 ― △900 ― △18.21
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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  
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．平成22年３月期の期末配当については、当該期及び今後の業績を勘案して総合的に決定することとしており、予想額の開示が可能となった時点で 
  速やかに開示することといたします。 
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あたっての注意事項 
  等については、４ページ【定性的情報・財務諸表】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3四半期 51,926,194株 21年3月期  51,926,194株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,509,434株 21年3月期  2,509,934株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 49,416,785株 21年3月期第3四半期 49,419,230株
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(1）業績の状況 

①業績全般について 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の回復が続いているものの、雇用や設備の過剰

感は解消されておらず、先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループの主要顧客であります液晶パネル業界では、中国政府の景気刺激策による需要増で、パネルメー

カの設備投資意欲が高まり活況を呈してきました。一方、半導体業界では、需要拡大により半導体メーカの稼働

率が回復し設備投資が再開され、回復の兆しがでてきました。また、携帯端末のタッチパネルや自動車の二次電

池関連は需要拡大が期待されましたが、 終製品の需要動向を注視し設備投資には慎重な状況が継続しました。

しかしながら、受注環境は中国市場向けの液晶関連が牽引し、半導体メモリ向けも回復してきており、受注高は

当第２四半期連結会計期間に引き続き当第３四半期連結会計期間も増加基調となりました。 

このような状況のもと、当社グループは受注活動の強化、固定費削減などの対策を実施し、標準化・リードタ

イム短縮などのコスト構造改革を実行するなど経営体質の強化に取り組んでまいりましたが、売上、経常損益と

も前年同期を下回る結果となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は22,081百万円（前年同期比33.8％減）、営業損失は3,732

百万円（前年同期は営業損失2,372百万円）、経常損失は3,521百万円（前年同期は経常損失2,577百万円）、四

半期純損失は3,840百万円（前年同期は四半期純損失5,632百万円）となりました。 

  

②事業の種類別セグメントの業績について 

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。 

（ファインメカトロニクス部門） 

液晶パネル製造装置では、大型パネル用洗浄装置や配向膜インクジェット塗布装置、中国市場向けのモニタ

ー・大型テレビ用アウターリードボンダを中心に、売上が堅調でした。一方、半導体製造装置は、半導体メー

カの設備投資抑制の影響を受け、前年同期に比べ売上は減少しました。 

この結果、当部門の売上高は17,396百万円（前年同期比25.3％減）、営業損失は2,395百万円（前年同期は

営業損失1,812百万円）となりました。 

  

（電子・真空機器部門） 

真空関連では、 終製品の需要動向により設備投資には慎重な状況となり、売上は前年同期に比べ減少しま

した。また、レーザ関連では、環境対応車の需要が高まり二次電池用製造装置の引合いがありますが、世界的

な消費低迷が影響し設備投資には慎重となり、レーザ関連の売上は低調でした。 

この結果、当部門の売上高は1,979百万円（前年同期比69.1％減）、営業損失は1,175百万円（前年同期は営

業損失322百万円）となりました。 

  

（流通機器システム部門） 

券売機、たばこ自販機とも需要低迷が影響し、売上は前年同期に比べ減少しました。 

この結果、当部門の売上高は1,340百万円（前年同期比41.6％減）、営業損失は307百万円（前年同期は営業

損失260百万円）となりました。 

  

（不動産賃貸部門） 

不動産賃貸収入は計画通り推移し、売上高は1,364百万円、営業利益は366百万円となりました。 

  

③所在地別セグメントの業績について 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（日本） 

国内は、主力のファインメカトロニクス部門において、液晶パネルメーカの設備投資の引合いが増加し液晶

パネル製造装置の売上は堅調ですが、半導体メーカの設備投資抑制が影響し、売上高は21,524百万円（前年同

期比31.1％減）、営業損失は3,616百万円（前年同期は営業損失1,735百万円）となりました。 

  

（北東アジア） 

韓国、台湾及び中国は、液晶パネルメーカや半導体メーカの設備投資抑制が影響し、売上高は556百万円

（前年同期比73.7％減）、営業利益は103百万円（前年同期は営業損失287百万円）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
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(1）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前期末に比べ7,043百万円減少し48,605百万円となり

ました。 

流動資産は、前期末に比べ5,827百万円減少し32,084百万円となりました。これは主に、現金及び預金が増加

しましたが、受取手形及び売掛金、商品及び製品が減少したことによります。 

固定資産は、前期末に比べ1,215百万円減少し16,521百万円となりました。これは主に、有形固定資産が減価

償却により減少したことによります。 

負債につきましては、前期末に比べ3,140百万円減少し33,637百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が減少したことによります。 

純資産につきましては、前期末に比べ3,902百万円減少し14,967百万円となりました。これは主に、四半期純

損失の計上により利益剰余金が減少したことによります。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年

度末に比べ2,141百万円増加し、6,526百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は3,715百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少および税金等調整前四

半期純損失の計上による資金の減少がありましたが、売上債権およびたな卸資産の減少により資金が増加したこ

とによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増加は10百万円となりました。これは主に、有形固定資産の売却により資金が増加した

ことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は1,592百万円となりました。これは主に、長期借入金等の返済により資金が減少

したことによります。 

  

 通期の連結業績予想につきましては、平成21年10月23日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

1)一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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場合に、前連結会計年度

決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

2)棚卸資産の評価方法 

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り、簿価

切下げを行っております。 

3)固定資産の減価償却費の算定方法 

主として定率法を採用しているため、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しておりま

す。 

4)法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して算定し

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、又は、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、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測に当該著しい

変化の影響を加味したものを利用しております。 

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
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②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

1)税金費用の計算 

税金費用については、税引前四半期純利益に法定実効税率をベースとした年間予測税率を乗じて計算してお

ります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 6,572 4,422

受取手形及び売掛金 12,040 18,528

商品及び製品 4,907 6,862

仕掛品 7,492 6,178

原材料及び貯蔵品 174 169

繰延税金資産 647 755

その他 339 1,074

貸倒引当金 △89 △79

流動資産合計 32,084 37,912

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,923 28,888

減価償却累計額 △16,076 △15,343

建物及び構築物（純額） 12,847 13,544

機械装置及び運搬具 899 657

減価償却累計額 △610 △595

機械装置及び運搬具（純額） 289 61

工具、器具及び備品 323 324

減価償却累計額 △282 △268

工具、器具及び備品（純額） 40 56

土地 162 160

リース資産 2,625 2,572

減価償却累計額 △1,165 △691

リース資産（純額） 1,459 1,881

建設仮勘定 48 61

有形固定資産合計 14,848 15,765

無形固定資産   

のれん 24 60

リース資産 228 232

その他 208 197

無形固定資産合計 460 490

投資その他の資産   

投資有価証券 205 183

長期貸付金 2 4

破産更生債権等 140 149

長期前払費用 11 12

前払年金費用 358 347

繰延税金資産 272 506

その他 361 427

貸倒引当金 △140 △149

投資その他の資産合計 1,212 1,481

固定資産合計 16,521 17,736

資産合計 48,605 55,649
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 7,896 9,815

短期借入金 5,332 5,333

1年内返済予定の長期借入金 2,300 3,800

リース債務 678 763

未払法人税等 58 49

未払費用 2,329 2,263

役員賞与引当金 17 －

受注損失引当金 137 38

その他 1,710 1,770

流動負債合計 20,460 23,834

固定負債   

長期借入金 3,700 3,204

リース債務 1,029 1,359

長期未払金 26 －

退職給付引当金 5,001 4,864

役員退職慰労引当金 31 127

修繕引当金 366 336

負ののれん － 29

長期預り保証金 3,022 3,022

固定負債合計 13,177 12,944

負債合計 33,637 36,778

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,761 6,761

資本剰余金 10,738 10,738

利益剰余金 △890 2,950

自己株式 △1,718 △1,719

株主資本合計 14,890 18,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38 23

為替換算調整勘定 28 15

評価・換算差額等合計 67 38

少数株主持分 9 100

純資産合計 14,967 18,870

負債純資産合計 48,605 55,649
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 33,353 22,081

売上原価 26,792 18,495

売上総利益 6,561 3,585

販売費及び一般管理費 8,934 7,317

営業損失（△） △2,372 △3,732

営業外収益   

受取利息 15 3

受取配当金 4 31

受取賃貸料 75 79

為替差益 － 7

負ののれん償却額 39 29

助成金収入 － 257

その他 81 106

営業外収益合計 216 514

営業外費用   

支払利息 114 180

為替差損 145 －

固定資産廃棄損 94 5

その他 66 118

営業外費用合計 421 303

経常損失（△） △2,577 △3,521

特別損失   

減損損失 325 －

事業構造改善費用 66 －

特別損失合計 392 －

税金等調整前四半期純損失（△） △2,969 △3,521

法人税、住民税及び事業税 200 79

法人税等調整額 2,565 330

法人税等合計 2,766 409

少数株主損失（△） △103 △90

四半期純損失（△） △5,632 △3,840
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △2,969 △3,521

減価償却費 882 1,421

負ののれん償却額 △39 △29

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 105 125

受取利息及び受取配当金 △19 △34

支払利息 114 180

有形固定資産廃棄損 87 0

為替差損益（△は益） 208 △8

前受金の増減額（△は減少） △365 36

売上債権の増減額（△は増加） 6,081 6,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,528 379

仕入債務の増減額（△は減少） 503 △2,018

その他 △662 845

小計 △2,609 3,878

利息及び配当金の受取額 19 34

利息の支払額 △116 △179

法人税等の支払額 △770 △17

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,476 3,715

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 △16 △10

定期預金の払戻による収入 237 4

有形固定資産の取得による支出 △674 △104

有形固定資産の売却による収入 277 99

子会社株式の取得による支出 △96 －

その他 △24 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △297 10

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） 1,513 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △592

長期借入れによる収入 2,200 500

長期借入金の返済による支出 △2,200 △1,500

自己株式の純増減額（△は増加） △2 0

配当金の支払額 △395 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,115 △1,592

現金及び現金同等物に係る換算差額 △178 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,836 2,141

現金及び現金同等物の期首残高 9,059 4,384

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,223 6,526
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、社内管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  
３．会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、営業利益が、ファインメカトロニクスで78百万円、電子・真空機器で６百万

円、流通機器システムで７百万円それぞれ減少しております。 

（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〕

  

ファイン 
メカトロ 
ニクス 

（百万円） 

電子・
真空機器 

  
（百万円）

流通機器
システム 

  
（百万円）

不動産
賃貸 
  

(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  23,280  6,414  2,293  1,365  33,353  －  33,353

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 34  77  －  －  112 ( ) 112  －

計  23,314  6,492  2,293 1,365  33,466 ( ) 112  33,353

営業利益又は営業損失（△）  △1,812  △322  △260    373  △2,022 ( ) 350  △2,372

  

ファイン 
メカトロ 
ニクス 

（百万円） 

電子・
真空機器 

  
（百万円）

流通機器
システム 

  
（百万円）

不動産
賃貸 
  

(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  17,396  1,979  1,340  1,364  22,081  －  22,081

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 9  91  －  －  100 ( ) 100  －

計  17,406  2,071  1,340  1,364  22,182 ( ) 100  22,081

営業利益又は営業損失（△）  △2,395  △1,175  △307  366  △3,512 ( ) 219  △3,732

事業区分 主要製品

ファインメカトロニクス 

フラットパネルディスプレイ製造装置（洗浄装置、剥離装置、エッチング装

置、現像装置、配向膜インクジェット塗布装置、セル組立装置、アウターリー

ドボンディング装置）、半導体製造装置（洗浄装置、エッチング装置、アッシ

ング装置、ダイボンディング装置、インナーリードボンディング装置、フリッ

プチップボンディング装置、半導体検査装置）、鉄道線路保守用機器等 

電子・真空機器 

レーザ応用装置、マイクロ波応用装置、メディアデバイス製造装置（スパッタ

リング装置、真空貼り合せ装置）、産業用真空蒸着装置、二次電池製造装置、

精密部品製造装置、その他自動化機器、真空ポンプ等 

流通機器システム 自動販売機、自動券売機等 

不動産賃貸 不動産賃貸及び管理業務等 
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北東アジア……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

３．会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で92百万円減少しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（百万円） 
北東アジア
（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  31,242  2,111  33,353  －  33,353

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 544  641  1,186 ( ) 1,186  －

  計  31,786  2,753  34,540 ( ) 1,186  33,353

 営業損失（△）  △1,735  △287  △2,022 ( ) 350  △2,372

  
日本

（百万円） 
北東アジア
（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  21,524  556  22,081  －  22,081

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 209  677  887 ( ) 887  －

  計  21,734  1,234  22,968 ( ) 887  22,081

 営業利益又は営業損失（△）  △3,616  103  △3,512 ( ) 219  △3,732
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北東アジア ……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

(2）その他の地域……アメリカ、シンガポール 

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〕

  北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  11,181  3,519  14,700

Ⅱ 連結売上高（百万円）      33,353

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 33.5  10.5  44.0

  北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,342  702  5,045

Ⅱ 連結売上高（百万円）      22,081

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 19.7  3.2  22.9

（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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