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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 113,186 △35.2 △16,715 ― △19,026 ― △12,246 ―

21年3月期第3四半期 174,612 ― 1,844 ― △2,780 ― △5,633 ―

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 △51.58 ―

21年3月期第3四半期 △23.73 ―

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 237,700 59,964 25.0 250.73
21年3月期 246,917 69,714 28.1 292.12

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  59,523百万円 21年3月期  69,352百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ― ―

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  有  
 

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 161,000 △26.5 △16,500 ― △19,500 ― △10,500 ― △44.23
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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） 

(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．平成21年11月９日に公表いたしました連結業績予想を本資料において修正しております。  
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条件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・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3四半期 253,974,333株 21年3月期  253,974,333株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  16,572,004株 21年3月期  16,562,258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 237,406,890株 21年3月期第3四半期 237,412,765株
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 当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日～12月31日)における世界経済は、中国での内需拡大などを背景にア

ジアにおいて景気回復の動きが見られましたが、欧米では景気の停滞が続くなど、総じて厳しい状況が続きました。

わが国経済におきましても、アジア向け輸出の増加など景気持ち直しの動きもみられましたが、厳しい雇用情勢が続

くとともにデフレの影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況が続きました。 

 当社を取り巻く事業環境では、パソコンやスマートフォン、液晶テレビなどの需要増加により半導体・液晶パネル

価格が上昇し、半導体・液晶パネルメーカーにおいて設備投資再開の動きが見られるなど、半導体・液晶製造装置の

受注環境は改善してまいりました。しかしながら、当第３四半期連結累計期間におきましては、半導体業界において

好転が見られたものの、全体としては引き続き設備投資は抑制され、厳しい環境が続きました。 

 このような状況のなか、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、売上高は1,131

億8千6百万円と前年同期に比べ614億2千5百万円(35.2％)の大幅な減少となりました。利益面では、再建策の実施に

よるコスト削減効果はありましたが、売上の減少およびたな卸資産評価損の増加による影響が大きく、167億1千5百

万円の営業損失(前年同期は18億4千4百万円の営業利益)となりました。 

 営業外費用において支払利息や持分法による投資損失などが発生し、経常損失は190億2千6百万円(前年同期に比べ

162億4千6百万円の悪化)となりました。また、特別利益として、関連会社の連結子会社化に伴う段階取得に係る差

益、負ののれん発生益ならびに投資有価証券売却益を計上しました。 

 以上の結果、四半期純損失は122億4千6百万円（前年同期に比べ66億1千3百万円の悪化）となりました。 

  

 事業セグメント別の業績は以下のとおりです。 

  

（電子工業用機器事業） 

 電子工業用機器事業におきましては、半導体製造装置は、デバイスメーカーにおける設備投資抑制の影響を受け、

前年同期に比べ売上が減少しました。製品別では、枚葉式洗浄装置およびデバイスの微細化に対応するフラッシュ・

ランプ・アニール(熱処理装置)は売上を伸ばしましたが、バッチ式洗浄装置およびコータ・デベロッパは大幅に減少

しました。ＦＰＤ製造装置につきましては、液晶パネルメーカーの設備投資が抑制され、売上は前年同期に比べ大幅

に減少しました。その他の電子工業用機器につきましても、プリント配線板メーカーの設備投資が低調に推移し、前

年同期に比べ売上が減少しました。以上から、当セグメントの売上高は854億6千9百万円と前年同期に比べ429億9千8

百万円(33.5％)減少しました。利益面では、売上の大幅な減少に加え、半導体製造装置関連のたな卸資産評価損が増

加したことから、142億8千5百万円の営業損失(前年同期は1億4千7百万円の営業利益)となりました。 

  

（画像情報処理機器事業） 

 画像情報処理機器事業では、日本、欧州、北米においてＣＴＰ(Computer to Plate)関連製品の売上が前年同期に

比べ大幅に減少するとともに、ＰＯＤ(Print on Demand)製品や大型インクジェットプリンターの売上も低調に推移

しました。以上から、当セグメントの売上高は272億6千1百万円と前年同期に比べ174億8千6百万円(39.1％)減少し、

22億4千8百万円の営業損失(前年同期は18億3千6百万円の営業利益)となりました。 

  

（その他事業） 

 その他事業につきましては、売上高は4億5千6百万円と前年同期に比べ9億4千万円(67.3％)減少し、1億8千2百万円

の営業損失(前年同期は1億3千9百万円の営業損失)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2,377億円と前連結会計年度末に比べ92億1千6百万円(3.7％)減少しまし

た。流動資産では、受取手形及び売掛金が176億1千9百万円、たな卸資産が207億3千4百万円減少した一方で、現金及

び預金が314億2千7百万円増加しました。 

 負債合計は1,777億3千5百万円と前連結会計年度末に比べ5億3千2百万円(0.3％)増加しました。流動負債では、短

期借入金が283億5千5百万円減少したほか、満期償還により新株予約権付社債が149億9千9百万円減少しました。固定

負債では、シンジケートローン等による資金調達により長期借入金が513億1百万円増加しました。有利子負債につき

ましては、前連結会計年度末に比べ85億9千8百万円(8.4％)増加し1,111億7千9百万円となりました。 

 純資産から少数株主持分を除いた自己資本は、保有株式の時価上昇によりその他有価証券評価差額金が増加しまし

たが、四半期純損失の計上により利益剰余金が減少し、595億2千3百万円と前連結会計年度末に比べ98億2千9百万円

(14.2％)減少しました。 

【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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 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の28.1％から3.1ポイント低下し

25.0％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費および売上債権の減少、たな卸資産の減少などの収入項目が、

税金等調整前四半期純損失、事業構造改善費用の支払いなどの支出項目を上回り、175億6千7百万円の収入(前年同期

は10億6千7百万円の収入)となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、関連会社の連結子会社化に伴う収入や投資有価証券および有形固定資産の

売却などにより、67億5百万円の収入(前年同期は53億8千8百万円の支出）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権付社債の満期償還や短期借入金、長期借入金の約定弁済などを

行った一方で、シンジケートローンによる長期借入やセール・アンド・リースバックによる資金調達を行い、69億7

千7百万円の収入（前年同期は269億7百万円の収入）となりました。 

 以上の結果、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は、前連結会計年度末に比べ311億4千8百

万円増加し、562億6千万円となりました。  

  

  

 今後の経済環境は、欧米や日本において景気下振れリスクはあるものの、中国を中心としたアジア地域の内需拡大

などを背景に、景気は緩やかながら回復局面に向かうものと見込まれます。 

 当社を取り巻く事業環境では、パソコンやスマートフォン、液晶テレビなどの需要増加を受けて、ファンドリーを

中心に半導体デバイス微細化のための設備投資が活発化してきております。 

 このような環境のもと、平成22年３月期の通期業績予想につきましては、主に半導体製造装置の売上・利益が前回

予想より改善する見込みであることから、平成21年11月９日公表の数値を以下のとおり修正しております。 

  

【平成22年３月期通期連結業績予想の修正】                                           (単位：百万円) 

  

 当社グループでは、前年度後半からの急激な事業環境の悪化に対処すべく、損益分岐点の大幅な引き下げを目指す

再建策に取り組んでおり、これまでに工場の一時休止、営業拠点の統廃合、グループ企業の整理・統合、希望退職に

よる人員削減などを進めてまいりました。直近の事業環境は半導体需要の回復を受け改善してきてはおりますが、製

品販売価格の下落や円高傾向で推移する為替など、当面厳しい状況が続くものと予想されます。当社グループといた

しましては、来期の黒字化が確実なものとなるよう、引き続き再建策に注力し、収益基盤の強化に努めてまいりま

す。 

  

(注)上記業績予想の前提となる第４四半期の為替レートは1米ドル＝90円、1ユーロ＝125円を想定しております。な

お、業績予想は、当社が現在入手している情報およ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。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（Ａ） 153,000 △19,000 △22,000 △12,000 

 今回修正予想（Ｂ） 161,000 △16,500 △19,500 △10,500 

 増減額（Ｂ－Ａ） ＋8,000 ＋2,500 ＋2,500 ＋1,500 

 増減率（％） ＋5.2％ － － － 

 (ご参考) 前期実績 

  (平成21年３月期) 
219,049 △4,509 △11,743 △38,190 
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 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 

 当第３四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います。 

  

2)棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっています。  

  

3)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関しては、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

よっています。  

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

 税金費用については、主として当第３四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効税率を乗じて計算してい

ます。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法

定実効税率を使用する方法によっています。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

  

  

企業結合に関する会計基準等の適用 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計

基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26

日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が平成21年４

月１日以後開始する連結会計年度において 初に実施される企業結合及び事業分離等から適用することができる

ことになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用しています。 

 なお、子会社の資産及び負債の評価方法を部分時価評価法から全面時価評価法へ変更したことによる損益およ

びセグメント情報に与える影響はありません。 

  

  

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 57,327 25,899

受取手形及び売掛金 48,380 65,999

商品及び製品 23,646 36,204

仕掛品 21,843 28,006

原材料及び貯蔵品 6,006 8,019

繰延税金資産 1,187 1,191

その他 4,282 4,229

貸倒引当金 △1,538 △1,359

流動資産合計 161,134 168,190

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 55,120 55,096

機械装置及び運搬具 31,293 33,702

その他 29,371 26,725

減価償却累計額 △68,625 △64,570

有形固定資産合計 47,160 50,954

無形固定資産   

その他 1,359 1,750

無形固定資産合計 1,359 1,750

投資その他の資産   

投資有価証券 21,825 20,205

その他 7,738 6,539

貸倒引当金 △1,517 △723

投資その他の資産合計 28,046 26,021

固定資産合計 76,566 78,727

資産合計 237,700 246,917
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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 44,949 42,785

短期借入金 10,739 39,095

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 14,999

1年内返済予定の長期借入金 6,496 7,822

リース債務 2,290 1,670

未払法人税等 713 910

設備関係支払手形 18 290

役員賞与引当金 19 37

製品保証引当金 3,731 3,963

事業構造改善引当金 81 6,079

受注損失引当金 741 324

その他 13,390 14,451

流動負債合計 83,172 132,430

固定負債   

社債 19,500 19,500

長期借入金 64,768 13,467

リース債務 7,384 6,026

退職給付引当金 570 665

役員退職慰労引当金 138 124

債務保証損失引当金 39 45

その他 2,161 4,943

固定負債合計 94,563 44,772

負債合計 177,735 177,203

純資産の部   

株主資本   

資本金 54,044 54,044

資本剰余金 30,154 30,155

利益剰余金 △3,512 8,733

自己株式 △12,221 △12,219

株主資本合計 68,465 80,714

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,642 176

繰延ヘッジ損益 △71 △4

為替換算調整勘定 △11,512 △11,534

評価・換算差額等合計 △8,941 △11,362

少数株主持分 441 361

純資産合計 59,964 69,714

負債純資産合計 237,700 246,917
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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 174,612 113,186

売上原価 130,748 99,907

売上総利益 43,863 13,279

販売費及び一般管理費 42,018 29,994

営業利益又は営業損失（△） 1,844 △16,715

営業外収益   

受取利息 242 74

受取配当金 419 287

業務受託料 645 102

助成金収入 － 353

その他 1,238 601

営業外収益合計 2,545 1,419

営業外費用   

支払利息 1,061 1,752

債権売却損 139 56

為替差損 1,321 211

持分法による投資損失 3,412 638

その他 1,235 1,071

営業外費用合計 7,170 3,730

経常損失（△） △2,780 △19,026

特別利益   

段階取得に係る差益 － 2,612

負ののれん発生益 － 2,471

投資有価証券売却益 － 2,229

持分変動利益 14 －

債務保証損失引当金戻入額 3 －

その他 － 343

特別利益合計 17 7,656

特別損失   

事業構造改善費用 － 479

投資有価証券評価損 1,591 97

たな卸資産評価損 2,426 －

特別損失合計 4,018 576

税金等調整前四半期純損失（△） △6,781 △11,947

法人税等 △1,181 816

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △12,763

少数株主利益又は少数株主損失（△） 33 △516

四半期純損失（△） △5,633 △12,246
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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（△） △6,781 △11,947

減価償却費 6,270 5,237

のれん償却額 788 －

持分法による投資損益（△は益） 3,412 638

負ののれん発生益 － △2,471

段階取得に係る差損益（△は益） － △2,612

投資有価証券評価損益（△は益） 1,591 97

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,229

退職給付引当金の増減額（△は減少） △609 △95

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28 △18

製品保証引当金の増減額（△は減少） △78 △364

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 416

事業構造改善費用 － 479

受取利息及び受取配当金 △661 △361

支払利息 1,061 1,752

売上債権の増減額（△は増加） 17,641 17,857

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,721 21,423

その他の流動資産の増減額（△は増加） 9 △523

仕入債務の増減額（△は減少） 1,250 2,272

未払費用の増減額（△は減少） △1,287 △115

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,559 △2,050

その他 120 △909

小計 4,418 26,475

利息及び配当金の受取額 681 369

利息の支払額 △989 △1,373

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 △942 △1,086

事業構造改善費用の支払額 － △5,929

法人税等の支払額 △2,101 △888

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,067 17,567

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 586 △270

有形固定資産の取得による支出 △4,496 △787

有形固定資産の売却による収入 66 1,868

投資有価証券の取得による支出 △137 △9

投資有価証券の売却による収入 － 3,418

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,276 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 2,615

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △5

その他 △131 △123

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,388 6,705
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（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) 

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） 19,273 △27,850

長期借入れによる収入 15,000 55,000

長期借入金の返済による支出 △3,566 △5,024

セール・アンド・リースバック（ファイナンス・
リース）による収入

－ 1,626

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,416 △1,768

新株予約権付社債の償還による支出 － △14,999

自己株式の純増減額（△は増加） △1 △3

配当金の支払額 △2,374 －

少数株主への配当金の支払額 △7 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,907 6,977

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,585 △102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,001 31,148

現金及び現金同等物の期首残高 24,980 25,111

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△91 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 44,890 56,260

－10－

大日本スクリーン製造㈱　(7735)　平成22年３月期　第３四半期決算短信



 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 事業区分は、製品系列の区分によっている。 

２ 各事業区分の主要製品 

電子工業用機器………半導体製造装置、ＦＰＤ製造装置、プリント配線板製造装置、保守サービス 

画像情報処理機器……ＣＴＰ（印刷版出力装置）、デジタル印刷機、その他印刷・製版関連機器、 

文字フォント、保守サービス 

その他…………………リース、印刷、ロジスティクス他 

３ セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に物流サービス子会社の当社およびグループ各社へのサービス

売上である。 

４ 会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、当社および国内連結子会社は主として先入先出法

又は個別法による原価法によっていたが、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、主として先入先出法又は個別法に

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切下げの方法)により算定している。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が電子工業用機器で

563百万円、画像情報処理機器で259百万円減少し、その他の営業損失が0百万円増加している。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っている。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が電子工業用機器で128百万

円減少し、画像情報処理機器で3百万円増加している。 

（リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、当社および国内連結子会社は通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成

５年６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))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(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19

年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用するこ

とができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっている。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減

価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が電子工業用機器で

184百万円、画像情報処理機器で9百万円増加し、その他の営業損失が35百万円増加している。 

  

（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〕

  
電子工業用 

機器 
（百万円） 

画像情報
処理機器 

（百万円） 

その他 
  

（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 
 128,467  44,747  1,396  174,612  －  174,612

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  6,441  6,441 ( )6,441  －

計  128,467  44,747  7,838  181,053 ( )6,441  174,612

営業利益 

又は営業損失(△) 
 147  1,836  △139  1,844  －  1,844
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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 事業区分は、製品系列の区分によっている。 

２ 各事業区分の主要製品 

電子工業用機器………半導体製造装置、ＦＰＤ製造装置、プリント配線板製造装置、保守サービス 

画像情報処理機器……ＣＴＰ（印刷版出力装置）、デジタル印刷機、その他印刷・製版関連機器、 

文字フォント、保守サービス 

その他…………………印刷、ロジスティクス他 

３ セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に物流サービス子会社の当社およびグループ各社へのサービス

売上である。 

  
電子工業用 

機器 
（百万円） 

画像情報
処理機器 

（百万円） 

その他 
  

（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 
 85,469  27,261  456  113,186  －  113,186

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  4,224  4,224 ( )4,224  －

計  85,469  27,261  4,681  117,411 ( )4,224  113,186

営業損失(△)  △14,285  △2,248  △182  △16,715  －  △16,715
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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いる。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………………米国 

(2）アジア・オセアニア…シンガポール、中国、台湾、韓国、オーストラリア 

(3）欧州……………………イギリス、ドイツ、オランダ、フランス、イタリア、アイルランド、イスラエル 

３ 会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、当社および国内連結子会社は主として先入先出法

又は個別法による原価法によっていたが、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、主として先入先出法又は個別法に

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切下げの方法)により算定している。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の日本の営業利益が823百万

円減少している。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っている。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のアジア・オセアニアの営業利益が0百

万円減少し、欧州の営業損失が124百万円増加している。 

（リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、当社および国内連結子会社は通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成

５年６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))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(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19

年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用するこ

とができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっている。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減

価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の日本の営業利益が158百万円増

加している。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  

  
日本  
  

（百万円） 

 
北米 
  

（百万円）

アジア・
オセアニア
（百万円）

欧州 
  

（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 
 113,848  27,178  15,665  17,920  174,612  －  174,612

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 38,653  886  3,779  331  43,650 ( )43,650  －

計  152,502  28,064  19,444  18,251  218,263 ( )43,650  174,612

営業利益 

又は営業損失（△） 
 31  904  1,375  △570  1,739  104  1,844
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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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………………米国 

(2）アジア・オセアニア…シンガポール、中国、台湾、韓国、オーストラリア 

(3）欧州……………………イギリス、ドイツ、オランダ、フランス、イタリア、アイルランド、イスラエル 

  

  

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 海外売上高は、当社およ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る。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………………米国、カナダ 

(2）アジア・オセアニア……シンガポール、マレーシア、中国、台湾、韓国、オーストラリア、インド 

(3）欧州………………………イギリス、ドイツ、オランダ、フランス、ベルギー、イタリア、アイルランド、

北欧、ロシア、東欧 

(4）その他の地域……………アフリカ、中近東、中南米 

  

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 海外売上高は、当社およ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る。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………………米国、カナダ 

(2）アジア・オセアニア……シンガポール、マレーシア、中国、台湾、韓国、オーストラリア、インド 

(3）欧州………………………イギリス、ドイツ、オランダ、フランス、ベルギー、イタリア、アイルランド、

北欧、ロシア、東欧 

(4）その他の地域……………アフリカ、中近東、中南米 

  

  
日本  
  

（百万円） 

 
北米 
  

（百万円）

アジア・
オセアニア
（百万円）

欧州 
  

（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 
 91,128  7,321  7,520  7,215  113,186  －  113,186

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 9,791  1,085  2,726  1,219  14,822 ( )14,822  －

計  100,920  8,406  10,246  8,435  128,009 ( )14,822  113,186

営業利益 

又は営業損失（△） 
 △18,302  41  679  △278  △17,859  1,144  △16,715

〔海外売上高〕

  北米
アジア・
オセアニア 

欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  28,109  68,288  14,205  9,400  120,003

Ⅱ 連結売上高（百万円）      174,612

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 16.1  39.1  8.1  5.4  68.7

  北米
アジア・
オセアニア 

欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  12,449  59,572  8,169  1,509  81,700

Ⅱ 連結売上高（百万円）      113,186

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 11.0  52.6  7.2  1.4  72.2
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 該当事項はありません。 

  

（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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平成22年３月期 第３四半期 決算補足資料

①連結決算の概要 ( 百万円未満切捨、その他は単位未満四捨五入 )

対 前期比 22年３月期

増減額 増減率

売上高 174,612 113,186 △61,425 △35.2% 219,049 161,000

営業利益 1,844 △16,715 △18,560 ―  △4,509 △16,500

(営業利益率) 1.1 % △14.8 % △15.9 pt ―  △2.1 % △10.2 %

経常利益 △2,780 △19,026 △16,246 ―  △11,743 △19,500

(経常利益率) △1.6 % △16.8 % △15.2 pt ―  △5.4 % △12.1 %

当期純利益 △5,633 △12,246 △6,613 ―  △38,190 △10,500

(当期純利益率) △3.2 % △10.8 % △7.6 pt ―  △17.4 % △6.5 %

総資産 298,717 237,700 ★ △9,216 △3.7% 246,917 ―  

純資産 103,273 59,964 ★ △9,749 △14.0% 69,714 ―  

自己資本 102,545 59,523 ★ △9,829 △14.2% 69,352 ―  

自己資本比率 34.3 % 25.0 % ★ △3.1 pt ―  28.1 % ―  

１株当たり純資産 431.93 円 250.73 円 ★ △41.39 円 △14.2% 292.12 円 ―  

有利子負債 96,358 111,179 ★ ＋8,598 ＋8.4% 102,581 ―  

営業キャッシュフロー 1,067 17,567 ―  ―  △24,593 ―  

投資キャッシュフロー △5,388 6,705 ―  ―  △6,920 ―  

財務キャッシュフロー 26,907 6,977 ―  ―  34,071 ―  

減価償却額 6,270 5,237 △1,033 △16.4% 8,413 7,000

設備投資額 2,509 956 △1,553 △61.8% 4,007 2,400

研究開発費 12,291 8,477 △3,814 △31.0% 16,072 13,000

グループ従業員数 5,167 人 4,693 人 ★ △299 人 △6.0% 4,992 人 ―  

連結子会社数 47 社 45 社 ★ △2 社 ―  47 社 ―  

(国内) (21 社) (19 社) ★ (△2 社) ―  (21 社) ―  

(海外) (26 社) (26 社) ★ (― 社) ―  (26 社) ―  

関連会社数 4 社 2 社 ★ △2 社 ―  4 社 ―  

(内持分法適用会社数) (4 社) (2 社) ★ (△2 社) ―  (4 社) ―  

★は対前期末(21年３月期)増減

21年３月期

第３四半期
累計実績

21年３月期

通期予想実績

22年３月期

第３四半期
累計実績
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②事業別連結売上高 ( 百万円 )

21年３月期 22年３月期

第２四半期
累計期間実績

第３四半期
実　　績

第３四半期
累計期間実績

通期実績
第１四半期
実　　績

第２四半期
実　　績

第２四半期
累計期間実績

第３四半期
実　　績

第３四半期
累計期間実績

通期予想

電子工業用機器事業

国 内 19,455 4,114 23,569 26,638 1,310 3,701 5,012 2,441 7,454 ― 

海 外 38,588 14,114 52,703 63,110 13,821 18,973 32,794 29,317 62,112 ― 

計 58,044 18,228 76,272 89,749 15,132 22,674 37,807 31,759 69,566 99,000 

国 内 4,248 2,135 6,384 12,097 1,620 5,630 7,251 543 7,795 ― 

海 外 24,505 15,367 39,873 50,300 620 1,569 2,190 3,277 5,467 ― 

計 28,754 17,503 46,257 62,397 2,241 7,200 9,442 3,820 13,263 19,700 

国 内 2,685 1,641 4,327 6,006 351 806 1,157 366 1,523 ― 

海 外 1,240 369 1,609 2,003 268 466 735 380 1,115 ― 

計 3,926 2,010 5,936 8,009 620 1,272 1,892 746 2,639 4,300 

国 内 26,389 7,891 34,281 44,742 3,282 10,138 13,421 3,351 16,773 ― 

海 外 64,335 29,851 94,186 115,414 14,711 21,009 35,720 32,975 68,695 ― 

計 90,724 37,742 128,467 160,156 17,993 31,148 49,142 36,326 85,469 123,000 

画像情報処理機器事業

国 内 12,485 6,520 19,005 25,827 4,170 5,568 9,738 4,624 14,362 ― 

海 外 18,596 7,145 25,742 31,267 3,575 4,595 8,171 4,727 12,898 ― 

計 31,081 13,666 44,747 57,095 7,745 10,163 17,909 9,351 27,261 37,400 

その他

国 内 941 379 1,321 1,711 138 103 241 108 350 ― 

海 外 75 ― 75 85 105 ― 105 0 106 ― 

計 1,017 379 1,396 1,797 243 103 347 109 456 600 

国 内 39,816 14,791 54,608 72,281 7,591 15,810 23,401 8,084 31,486 ― 

合　　計 海 外 83,007 36,996 120,003 146,767 18,392 25,605 43,997 37,703 81,700 ― 

計 122,823 51,788 174,612 219,049 25,983 41,415 67,398 45,787 113,186 161,000 

海外比率 67.6% 71.4% 68.7% 67.0% 70.8% 61.8% 65.3% 82.3% 72.2% ― 

③事業別連結受注状況 ( 百万円 )

21年３月期 第３四半期 21年３月期 第４四半期 22年３月期 第１四半期 22年３月期 第２四半期 22年３月期 第３四半期

(平成20年10月～12月) (平成21年１月～３月) (平成21年４月～６月) (平成21年７月～９月) (平成21年10月～12月)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

電子工業用機器事業

国 内 2,988 6,947 2,586 6,463 953 6,834 3,397 6,529 1,988 6,076 

海 外 6,011 32,495 4,893 26,981 10,268 24,652 30,936 36,615 32,022 39,320 

計 8,998 39,442 7,479 33,444 11,220 31,486 34,332 43,144 34,011 45,396 

国 内 1,061 18,977 △2,433 10,831 631 9,840 500 4,710 138 4,304 

海 外 603 23,400 3,323 16,296 264 15,939 4,373 18,743 6,711 22,177 

計 1,664 42,377 890 27,127 894 25,780 4,874 23,453 6,849 26,481 

国 内 1,851 1,609 172 102 454 205 709 108 749 490 

海 外 423 199 273 78 435 244 331 109 803 532 

計 2,273 1,808 445 180 889 449 1,039 217 1,552 1,022 

国 内 5,900 27,533 324 17,396 2,038 16,879 4,606 11,346 2,876 10,870 

海 外 7,038 56,094 8,490 43,356 10,966 40,835 35,639 55,467 39,536 62,029 

計 12,937 83,627 8,814 60,751 13,004 57,715 40,245 66,813 42,413 72,899 

画像情報処理機器事業

国 内 6,204 1,627 6,694 1,498 3,750 1,078 6,253 1,763 4,741 1,880 

海 外 5,088 2,711 4,169 1,355 3,659 1,438 5,121 1,964 6,015 3,252 

計 11,292 4,338 10,864 2,853 7,408 2,516 11,374 3,727 10,756 5,132 

その他

国 内 44 ─ 3 ─ 1 ― ― ― ― ― 

海 外 ― ─ 11 ─ 104 ― ― ― ― ― 

計 44 ─ 14 ─ 105 ― ― ― ― ― 

国 内 12,148 29,160 7,021 18,894 5,788 17,957 10,859 13,109 7,617 12,750 

合　　計 海 外 12,126 58,805 12,670 44,711 14,729 42,273 40,760 57,430 45,552 65,281 

計 24,273 87,965 19,692 63,605 20,517 60,230 51,619 70,540 53,169 78,031 

海外比率 50.0% 66.9% 64.3% 70.3% 71.8% 70.2% 79.0% 81.4% 85.7% 83.7%

(注) 22年３月期第１四半期の半導体製造装置の受注残高に、株式会社ＳＯＫＵＤＯの連結子会社化に伴う調整額1,954百万円を加算している。

半導体製造装置

その他の電子工業用機器
及び部品

事業計

事業計

ＦＰＤ製造装置

その他計

事業計

事業計

その他計

半導体製造装置

その他の電子工業用機器
及び部品

ＦＰＤ製造装置
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