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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 4,903 △50.7 △861 ― △881 ― △2,338 ―
21年3月期第3四半期 9,942 ― △547 ― △625 ― △1,616 ―

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 △410.05 ―
21年3月期第3四半期 △283.46 ―

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 9,813 3,383 34.4 591.87
21年3月期 12,617 5,730 45.4 1,003.97

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,375百万円 21年3月期  5,726百万円

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 ― 5.00 ― 0.00 5.00
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   

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 6,105 △47.7 △1,339 ― △1,366 ― △3,135 ― △549.77
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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、５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） 

(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条件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、
４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下さい。 

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 5,767,268株 21年3月期  5,767,268株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  63,806株 21年3月期  63,806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 5,703,462株 21年3月期第3四半期 5,703,462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、昨年秋以降の金融危機に端を発する世界的不況から脱出

しつつあるものの、依然として個人消費や雇用情勢の回復が見込めず、景気は全体的に厳しい状況で推移しまし

た。 

電気・電子業界におきましては、パソコン市場や自動車向け需要が堅調に推移したものの、企業収益は依然先

行き不透明な状況が続いています。 

このように、前期からの不況の影響に加え、当社グループが2009年12月２日にリリースいたしました「事業再

編計画（概要）」に基づき、中核事業と再定義しましたプローブカード事業への選択と集中の大方針に併せ、装置

事業の撤退（ＡＴＥ事業の売却、ＯＶＩＳ事業の撤退）による経営資源の集中、経営合理化の一環として希望退職

者の実施、電子部品事業のモリブデン電極からの撤退など将来の収益構造および財務体質の改善のための施策を実

施したため、前年同期比とは大きく売上構成が変化しつつあります。 

当第３四半期は、装置事業や電子部品事業のモリブデン電極など撤退事業の影響により、当第２四半期と比べ

た売上高は２割以上減少しましたが（当第２四半期売上高1,614百万円から当第３四半期売上高1,249百万円へと当

第２四半期比22.6%減）、一連の再編計画の推進により、売上総利益額の大幅改善（当第２四半期売上総利益96百

万円から当第３四半期売上総利益239百万円へと当第２四半期比148.8%増）、および営業損失額の減少（当第２四

半期営業損失511百万円から当第３四半期営業損失214百万円へと296百万円の改善）といった利益構造の抜本的改

善を確認するとともに、中核事業として再定義したプローブカード事業におきましては、当四半期で黒字化の達成

を果たすなど、全体として予定通りの進捗を確認することができました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営

成績につきましては、売上高は4,903百万円(前年同期比50.7％減)、営業損失が861百万円（前年同期547百万円の

営業損失）、経常損失が881百万円（前年同期625百万円の経常損失）、四半期純損失として2,338百万円（前年同

期1,616百万円の四半期純損失）を計上することとなりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績とその要因は次のとおりであります。 

  

① 電子部品事業 

主力のモリブデンカップおよびモリブデン電極について、モリブデン電極が高コスト面から敬遠され、撤退を

決めた事により売上を計画通りに上げることができませんでした。半導体部品については、半導体メーカーが部品

のリサイクルを行ったことに伴い新規部品の売上は伸び悩みました。 

この事業の売上高は1,356百万円（前年同期比65.8％減）、営業損失は241百万円（前年同期236百万円の営業利

益）となりました。  

②プローブカード事業 

半導体市場は緩やかに回復が始まりました。当社の売上げもカンチレバー型で当第２四半期比7.4%増、垂直型

で同25.4%増と確実な回復を見ることができましたが、一連の再編に伴う選択と集中の下、生産性の向上をはじめ

とする積極的な経営合理化施策により、営業利益ベースでは売上げの伸び率を上回る改善（それぞれ83.4%増、

70.9%増）を実現することができ、プローブカード事業全体での四半期黒字復活を果たすことができました。 

この事業の売上高は2,192百万円(前年同期比39.3％減)、営業利益は23百万円（前年同期105百万円の営業損

失）となりました。  

③ＡＴＥ事業 

市場の急速な悪化により更なる赤字の拡大が予想されていたＡＴＥ事業につきましては、迅速な事業撤退が奏

功し、当第１四半期に受注した国内および韓国メーカーに対する主力製品であるＬＣＤオープン・ショート検査シ

ステムの売上分で利益を維持することができました。 

この事業の売上高は1,196百万円(前年同期比27.0％減)、営業利益は80百万円（前年同期比36.7％増）となりま

した。  

④ＯＶＩＳ事業 

ＡＴＥ事業同様撤退を決めたＯＶＩＳ事業の売上げは、当第３四半期において、今期初めて光学機器メーカー

向けマスク検査装置を出荷することができましたが、その他の装置売上げの見通しが立たず、当第２四半期までの

損失を補うことはできませんでした。 

この事業の売上高は157百万円(前年同期比78.3％減)、営業損失は207百万円（前年同期101百万円の営業損失）

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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所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

日本において、電子部品事業については、撤退を決めたモリブデンカップが売上げに貢献したものの、単価下

落により利益率が大幅に悪化したことをはじめ、同じく撤退決定済みの主力であったモリブデン電極も高コスト面

から敬遠され、受注が極端に落ち込みました。ＡＴＥ事業についても、当第３四半期の売上貢献はほぼありません

でしたが、当第２四半期までに上げた主力のＬＣＤオープン・ショート検査システムによる売上げと早期撤退の決

定により利益を確保することができました。残りの撤退事業であるＯＶＩＳ事業では当第３四半期で主力装置の売

上げを上げることができましたが、計画を下回る結果に終わったことで営業損失を計上することとなりました。 

プローブカード事業については、市況の不確実性は否めないものの、当第３四半期においては市場の緩やかな

回復傾向と、自社努力による生産性向上およびコスト削減努力により、当第２四半期比で大きな改善が見られまし

た。 

この結果、売上高は4,431百万円(前年同期比51.0％減)、営業損失は332百万円（前年同期32百万円の営業利

益）となりました。 

②アジア 

アジアにおいて、中国の内需刺激策の効果により、主力であるロジック向けのカード需要は回復基調にありま

す。また、半導体の高密度化によるカンチレバーから垂直カードへの移行の流れもあり、その対応を進めており、

利益を確保することが出来ました。 

 この結果、売上高は472百万円(前年同期比47.4％減)、営業利益は23百万円(前年同期比74.2％減)となりまし

た。 

 当四半期連結会計期間末における総資産は、主として借入金等により現金及び預金等が増加しましたが、重要な

事業部門の廃止に伴い、たな卸資産の評価損によるたな卸資産の減少、事業所等の統廃合により固定資産の減損損

失の処理を行い有形固定資産が減少したため、前連結会計年度末に比べ2,803百万円減少し9,813百万円となりまし

た。負債は、支払手形及び買掛金等が減少し、短期借入金、長期借入金等が増加したことにより、前連結会計年度

末に比べ457百万円減少し6,429百万円となりました。前連結会計年度末の純資産合計は5,730百万円であり、当第

３四半期連結会計期間末の純資産は3,383百万円となり、自己資本比率は34.4%となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、1,939百万円となり、前連結会計年度末にと比

較して244百万円増加しました。 

 当第３四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、営業活動の結果支出した資金

は、688百万円（前年同期は335百万円の収入）となりました。これは主に、減損損失855百万円、たな卸資産の減

少額741百万円等の収入要因があったものの、税金等調整前四半期純損失2,286百万円、仕入債務の減少額894百万

円等の支出要因があったことによるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、投資活動の結果得られた資金は、550百万円（前年同期は314百万円

の支出）となりました。これは主に、定期預金の預入による支出226百万円があったものの、事業譲渡による収入

313百万円、保険積立金の解約による収入387百万円等による収入要因があったことによるものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、財務活動の結果得られた資金は、381百万円（前年同期は83百万円

の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出430百万円の支出要因があったものの、長期借

入れによる収入650百万円等による収入要因があったことによるものであります。 

  

 平成21年10月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

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３四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度に係る実 

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却費は、固定資産の年間減価償却額を期間按分することにより計上しております。 

  

 該当事項はありません。    

 当社グループは、前連結会計年度に営業損失、経常損失、当期純損失を計上したことに続き、当第３四半期連

結累計期間においても営業損失、経常損失、四半期純損失を計上しております。当該事象により、継続企業の前

提に関する重要な疑義が生じさせるような事象または状況が生じております。 

 当社グループは当該事象を解消すべく、下記の対応策を進めてまいります。 

①液晶バックライト用冷陰極管の急激な受注減に伴う当該電子部品事業からの撤退及び液晶バックライト用冷

陰極管部品の製造子会社の解散等により、資金の安定化を図ってまいります。 

②事業所等の統廃合により、設備の効率化を図り資金の安定化を図ってまいります。 

以上の諸施策を含めた見直し後の資金繰り計画におきましては、今後安定した状況を保てる見通しであることか

ら、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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 2,180,841 1,717,118

受取手形及び売掛金 2,080,705 2,474,227

有価証券 10,602 10,591

商品及び製品 429,780 877,057

仕掛品 74,983 776,893

原材料及び貯蔵品 640,075 1,040,519

未収入金 1,096,941 609,169

その他 93,706 286,645

貸倒引当金 △18,755 △14,462

流動資産合計 6,588,881 7,777,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,694,299 3,015,995

減価償却累計額 △1,787,748 △1,736,515

建物及び構築物（純額） 906,550 1,279,479

機械装置及び運搬具 2,237,886 2,686,793

減価償却累計額 △1,843,855 △1,988,977

機械装置及び運搬具（純額） 394,030 697,816

工具、器具及び備品 1,368,318 1,518,428

減価償却累計額 △1,255,871 △1,299,076

工具、器具及び備品（純額） 112,447 219,351

土地 788,623 1,083,347

リース資産 139,666 139,666

減価償却累計額 △32,762 △14,434

リース資産（純額） 106,904 125,232

建設仮勘定 － 39,508

有形固定資産合計 2,308,556 3,444,736

無形固定資産   

のれん 5,363 22,253

その他 11,537 16,709

無形固定資産合計 16,901 38,963

投資その他の資産 899,164 1,355,684

固定資産合計 3,224,621 4,839,384

資産合計 9,813,503 12,617,145
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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 913,241 1,703,289

短期借入金 3,224,781 3,047,040

未払金 158,314 268,849

未払法人税等 44,726 20,914

その他 182,443 207,585

流動負債合計 4,523,507 5,247,678

固定負債   

長期借入金 1,036,580 833,250

退職給付引当金 655,305 563,398

負ののれん 41,624 66,598

その他 172,494 176,048

固定負債合計 1,906,004 1,639,295

負債合計 6,429,512 6,886,973

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金 2,984,214 2,984,214

利益剰余金 △1,737,290 601,411

自己株式 △72,532 △72,532

株主資本合計 3,497,496 5,836,198

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,930 △3,463

為替換算調整勘定 △110,884 △106,630

評価・換算差額等合計 △121,814 △110,094

新株予約権 8,309 4,067

純資産合計 3,383,990 5,730,171

負債純資産合計 9,813,503 12,617,145
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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）

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 9,942,507 4,903,034

売上原価 7,605,300 4,062,525

売上総利益 2,337,207 840,509

販売費及び一般管理費 2,884,426 1,701,510

営業損失（△） △547,219 △861,000

営業外収益   

受取利息 3,479 2,003

受取配当金 2,049 2,164

負ののれん償却額 2,616 24,116

為替差益 － 3,917

受取保険金 － 1,466

補助金収入 － 16,488

その他 47,228 25,564

営業外収益合計 55,373 75,720

営業外費用   

支払利息 39,058 64,898

為替差損 49,988 －

持分法による投資損失 24,969 13,970

シンジケートローン手数料 10,898 3,020

その他 8,473 14,232

営業外費用合計 133,388 96,122

経常損失（△） △625,233 △881,402

特別利益   

固定資産売却益 443 10,396

投資有価証券売却益 1,925 25,167

事業譲渡益 － 300,000

保険解約返戻金 － 74,677

特別利益合計 2,368 410,241

特別損失   

固定資産売却損 8,799 41,438

減損損失 － 855,316

固定資産除却損 30,993 14,506

無形固定資産除却損 184,457 －

投資有価証券評価損 45,490 －

関係会社株式評価損 32,601 －

特別退職金 － 320,306

退職給付引当金繰入額 － 49,706

たな卸資産評価損 － 521,730

その他 4,684 11,875

特別損失合計 307,026 1,814,880

税金等調整前四半期純損失（△） △929,891 △2,286,040

法人税、住民税及び事業税 40,011 46,656

法人税等調整額 646,771 6,004

法人税等合計 686,783 52,661

四半期純損失（△） △1,616,675 △2,338,701
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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）

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（△） △929,891 △2,286,040

減価償却費 425,790 262,380

減損損失 － 855,316

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 8,065

受取利息及び受取配当金 △5,529 △4,168

支払利息 39,058 64,898

持分法による投資損益（△は益） 24,969 13,970

売上債権の増減額（△は増加） 3,778,210 394,586

たな卸資産の増減額（△は増加） △532,735 741,134

仕入債務の増減額（△は減少） △995,945 △894,707

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,369 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,733 12,289

投資有価証券評価損益（△は益） 45,490 －

関係会社株式評価損 32,601 －

投資有価証券売却損益（△は益） △1,925 △25,167

事業譲渡損益（△は益） － △300,000

保険返戻金 － △74,677

たな卸資産評価損 － 521,730

特別退職金 － 320,306

有形固定資産除却損 30,993 14,506

無形固定資産除却損 184,457 －

未収入金の増減額（△は増加） △1,463,948 △201,657

その他の流動資産の増減額（△は増加） △63,704 187,173

その他の固定資産の増減額（△は増加） 35,214 60,107

その他の流動負債の増減額（△は減少） 75,484 △35,607

その他 97,284 △4,623

小計 699,239 △370,183

利息及び配当金の受取額 11,418 4,648

利息の支払額 △34,537 △59,175

法人税等の支払額 △340,131 △23,249

特別退職金の支払額  △240,689

営業活動によるキャッシュ・フロー 335,988 △688,649

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 △33,030 △226,009

定期預金の払戻による収入 23,021 6,318

有形固定資産の取得による支出 △177,738 △52,230

有形固定資産の売却による収入 22,371 50,777

無形固定資産の取得による支出 △418 －

投資有価証券の取得による支出 △45,692 △900

投資有価証券の売却による収入 4,211 67,800

会員権の売却による収入 － 6,942

事業譲渡による収入 － 313,779

保険積立金の解約による収入 － 387,790

その他 △106,830 △3,883

投資活動によるキャッシュ・フロー △314,106 550,386
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（単位：千円）

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) 

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） 70,000 161,101

長期借入れによる収入 750,000 650,000

長期借入金の返済による支出 △261,880 △430,030

社債の償還による支出 △528,000 －

配当金の支払額 △114,069 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,949 381,071

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31,679 1,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,746 244,043

現金及び現金同等物の期首残高 1,590,084 1,695,260

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,496,337 1,939,304
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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） 

 （注）１．事業区分の方法および各区分に属する主要な製・商品の変更 

    事業区分の方法については、事業の種類、性質、製造方法等の観点から「電子部品事業」、「プローブ

カード事業」、「装置事業」の３事業としておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「電子部品事

業」、「プローブカード事業」、「ＡＴＥ事業」、「ＯＶＩＳ事業」の４事業に変更いたしました。この

変更は、従来の「装置事業」において提供する製品およびサービス提供を、より事業の実態に反映させる

ため、その内容区分の見直しを行った結果によるものであります。この変更による影響はありません。 

   また、各区分に属する主要な製・商品の変更については、従来の「装置事業」として含めておりました

ＶＩＳＩＯＮ関連装置等を「ＯＶＩＳ事業」として分離しております。 

２．各区分に属する主要な製・商品 

  

（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〕

  
電子部品 
事業 

（千円） 

プローブ
カード事業 
（千円） 

ＡＴＥ事業
（千円） 

ＯＶＩＳ
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 
 3,968,660  3,610,839  1,638,588  724,418  9,942,507  －  9,942,507

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  3,968,660  3,610,839  1,638,588  724,418  9,942,507  －  9,942,507

営業利益又は損失

（△） 
 236,116  △105,978  59,178  △101,835  87,481  △634,700  △547,219

事業区分 主要製品

電子部品事業 

電子管用部品（カソード、ヒーター）、蒸着用素子、ＣＲＴ用部品、

ＬＣＤ表示用部品、ＣＣＦＬ用モリブデン電極、インプランテーショ

ン加工部品、エッチャー用アルミパーツ、シリコン電極等 

プローブカード事業 
ＩＣ用プローブカード、液晶駆動ＩＣ用プローブカード、垂直型プロ

ーブカード、ＯＣプローブ、プローブピン等 

ＡＴＥ事業 
液晶基板用検査装置、ＰＤＰ用検査装置、低温ｐ-ＳｉＴＦＴ液晶パネ

ル用検査装置、ＶＩＣプローブ等 

ＯＶＩＳ事業 ＶＩＳＩＯＮ関連装置等 
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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 

    事業区分は、製品の種類、性質、製造方法を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製・商品 

  
電子部品 
事業 

（千円） 

プローブ
カード事業
（千円） 

ＡＴＥ事業
（千円） 

ＯＶＩＳ
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 
 1,356,772  2,192,957  1,196,189  157,115  4,903,034  －  4,903,034

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  1,356,772  2,192,957  1,196,189  157,115  4,903,034  －  4,903,034

営業利益又は損失

（△） 
 △241,164  23,145  80,907  △207,635  △344,746  △516,253  △861,000

事業区分 主要製品

電子部品事業 

電子管用部品（カソード、ヒーター）、蒸着用素子、ＣＲＴ用部品、

ＬＣＤ表示用部品、ＣＣＦＬ用モリブデン電極、インプランテーショ

ン加工部品、エッチャー用アルミパーツ、シリコン電極等 

プローブカード事業 
ＩＣ用プローブカード、液晶駆動ＩＣ用プローブカード、垂直型プロ

ーブカード、ＯＣプローブ、プローブピン等 

ＡＴＥ事業 
液晶基板用検査装置、ＰＤＰ用検査装置、低温ｐ-ＳｉＴＦＴ液晶パネ

ル用検査装置、ＶＩＣプローブ等 

ＯＶＩＳ事業 ＶＩＳＩＯＮ関連装置等 
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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） 

（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地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール 

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地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

 売上高        

(1）外部顧客に対する売上高  9,045,047  897,460  9,942,507  －  9,942,507

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 197,778  112,985  310,764  △310,764  －

 計  9,242,825  1,010,446  10,253,271  △310,764  9,942,507

 営業利益又は損失（△）  32,962  90,755  123,717  △670,936  △547,219

  
日本

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  4,431,023  472,011  4,903,034  －  4,903,034

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 166,292  111,645  277,937  △277,937  －

 計  4,597,315  583,657  5,180,972  △277,937  4,903,034

 営業利益又は損失（△）  △332,411  23,457  △308,953  △552,046  △861,000
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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） 

（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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール・インド・マレーシア・フィリピン・タイ 

(2）その他……アメリカ 

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。  

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、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール・インド・マレーシア・フィリピン・タイ 

(2）その他……アメリカ 

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〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,734,309  67,727  1,802,037

Ⅱ 連結売上高（千円）      9,942,507

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 17.4  0.7  18.1

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,305,511  41,528  1,347,040

Ⅱ 連結売上高（千円）      4,903,034

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 26.6  0.9  27.5

（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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