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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 1,577 △22.1 149 △32.3 169 △24.2 88 △26.4

21年3月期第3四半期 2,023 ― 220 ― 224 ― 119 ―

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 11.02 ―

21年3月期第3四半期 14.96 ―

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 4,106 2,553 62.2 318.42
21年3月期 3,885 2,487 64.0 310.12

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,553百万円 21年3月期  2,487百万円

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  有  
 

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 ― 2.00 ― 1.00 3.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

6.00 6.00

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 2,181 △7.7 283 74.5 303 99.5 158 110.5 19.70
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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. その他をご覧ください。] 

(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、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。] 

(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 

 平成22年３月期の連結業績予想は、本資料発表日現在における入手可能な情報に基づき判断した予想であり、実際の業績は業況の変化等により異な
る場合がありますのでご承知おきください。 
 なお、連結業績予想に関する事項につきましては、平成21年10月９日に開示いたしました予想数値を修正しております。連結業績予想に関する事項は、
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 1社 （社名 CONVUM(THAILAND)Co.,Ltd ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 8,285,000株 21年3月期  8,285,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  264,678株 21年3月期  264,677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 8,020,323株 21年3月期第3四半期 8,020,487株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内景気対策、海外各国の景気刺激策により、輸出
など一部に景況感の改善が見られるものの雇用情勢の悪化やデフレ状況下、景気下振れの不安が払拭され
ないまま推移し、企業の設備投資も低調でありました。 
このような環境下、当社グループは、販売面では引き続き顧客密着営業を推進し、需要の積極的な掘り

起こしと、拡販を行い、利益面では、生産体制の効率化と原材料の海外調達によるコストダウンなど原価
低減に引き続き取り組みました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高は1,577,658千円(前年同期比

77.9%)となり、連結経常利益は169,875千円(前年同期比75.8%)、連結四半期純利益は88,345千円(前年同
期比73.6%)となりました。 
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 
全般的には緩やかながら受注の改善が見られる中、特に液晶パネル搬送用浮上ユニットの拡販に努めた

結果、売上高は、1,549,976千円(前年同期比81.8％）となりました。営業利益については、原価低減に取
り組み149,740千円(前年同期比80.9％）となりました。 
② 韓国 
売上高は、半導体業界の需要減退の影響により101,527千円（前年同期比51.8％）となりました。営業

利益については、4,105千円（前年同期比22.8％）となりました。 
③ その他 
売上高は、アジア市場における大幅な需要減退の影響などにより65,181千円（前年同期比70.7％）とな

りました。営業利益については、1,722千円の損失（前年同期は22,944千円の利益）となりました。 

  

(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において、流動資産は前連結会計年度末に比べ342,627千円増加し、
2,059,527千円となりました。これは、主として現金及び預金が298,648千円、受取手形及び売掛金が
188,889千円増加したのに対し、たな卸資産が131,088千円減少したことによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べ120,898千円減少し、2,047,307千円となりました。これは、主

として有形固定資産が68,030千円、投資その他の資産が33,328千円減少したことによります。 
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ221,729千円増加し、4,106,834千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ222,829千円増加し、653,826千円となりました。これは主とし

て未払法人税等が115,316千円、１年内返済予定の長期借入金が34,088千円増加したことによります。 
固定負債は前連結会計年度末に比べ67,675千円減少し、899,158千円となりました。これは主として

長期借入金が72,890千円減少したことによります。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ155,153千円増加し、1,552,985千円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ66,575千円増加し、2,553,849千円となりました。主として利益

剰余金が70,549千円増加したことによります。 
その結果、自己資本比率は62.2％となりました。 

(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）は、前連結会計年度
末に比べ50,722千円減少し、593,902千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとお
りであります。 

① 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利益173,595千円に加え、減価償却費108,817千円、法人税等の還付による収
入66,073千円、たな卸資産の減少136,376千円等の増加要因に対し、売上債権の増加189,045千円等の
減少要因により350,092千円の資金収入(前年同期比382.3％）となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 
定期預金の払戻による収入52,556千円等の増加要因に対し、定期預金の預入による支出401,468千

円等の減少要因により371,715千円の資金支出(前年同期は52,143千円の資金収入）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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③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入200,000千円の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出238,802千円及
び配当金の支払9,060千円の減少要因により47,862千円の資金支出(前年同期比68.8％）となりまし
た。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間の業績動向等を踏まえ、平成
21年10月９日に開示いたしました通期の予想数値を修正しております。詳細につきましては、本日公表の
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示してまいります。 

  
  

第１四半期連結会計期間よりCONVUM(THAILAND)Co.,Ltdは重要性が増したため連結の範囲に含めてお
ります。 

  

①たな卸資産の評価方法 

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おります。 
また、たな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
を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

②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す
る方法によっております。 
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、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、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・プランニングを利用する方法によっております。 

  

 該当事項はありません。 

  

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：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 995,829 697,181

受取手形及び売掛金 739,321 550,431

製品 115,959 192,001

仕掛品 40,544 69,138

原材料 90,630 117,082

繰延税金資産 42,962 4,109

その他 34,424 87,051

貸倒引当金 △145 △96

流動資産合計 2,059,527 1,716,899

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,225,324 1,225,761

減価償却累計額 △474,586 △439,292

建物及び構築物（純額） 750,737 786,469

機械装置及び運搬具 526,034 530,489

減価償却累計額 △371,955 △352,075

機械装置及び運搬具（純額） 154,079 178,413

土地 713,742 713,742

その他 345,157 334,557

減価償却累計額 △292,641 △274,076

その他（純額） 52,516 60,480

有形固定資産合計 1,671,075 1,739,105

無形固定資産 67,185 86,725

投資その他の資産   

投資有価証券 117,323 135,908

繰延税金資産 43,545 37,886

その他 148,178 168,579

投資その他の資産合計 309,046 342,375

固定資産合計 2,047,307 2,168,206

資産合計 4,106,834 3,885,105
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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 90,028 59,653

1年内返済予定の長期借入金 346,898 312,810

未払法人税等 116,065 749

賞与引当金 22,184 －

その他 78,650 57,783

流動負債合計 653,826 430,996

固定負債   

長期借入金 753,938 826,828

退職給付引当金 120,691 109,022

その他 24,529 30,984

固定負債合計 899,158 966,834

負債合計 1,552,985 1,397,831

純資産の部   

株主資本   

資本金 748,125 748,125

資本剰余金 945,766 945,766

利益剰余金 915,156 844,606

自己株式 △43,957 △43,957

株主資本合計 2,565,090 2,494,540

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,613 24,504

為替換算調整勘定 △28,854 △31,771

評価・換算差額等合計 △11,240 △7,266

少数株主持分 － －

純資産合計 2,553,849 2,487,274

負債純資産合計 4,106,834 3,885,105
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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 2,023,940 1,577,658

売上原価 939,407 833,957

売上総利益 1,084,533 743,701

販売費及び一般管理費 863,919 594,390

営業利益 220,613 149,310

営業外収益   

受取利息 1,076 2,083

受取配当金 2,197 2,083

受取地代家賃 1,385 3,742

受取保険金 3,193 －

助成金収入 12,328 22,864

保険解約返戻金 － 3,200

その他 3,531 4,588

営業外収益合計 23,711 38,561

営業外費用   

支払利息 11,148 13,723

売上割引 172 13

為替差損 7,901 3,434

その他 1,041 824

営業外費用合計 20,262 17,996

経常利益 224,063 169,875

特別利益   

固定資産売却益 － 77

投資有価証券売却益 － 4,894

事務所移転費用戻入益 － 801

特別利益合計 － 5,773

特別損失   

固定資産売却損 － 348

固定資産除却損 1,711 1,705

減損損失 2,576 －

災害による損失 2,637 －

事務所移転費用 15,075 －

特別損失合計 22,001 2,053

税金等調整前四半期純利益 202,061 173,595

法人税、住民税及び事業税 66,521 127,214

法人税等還付税額 △13,149 △768

法人税等調整額 28,694 △39,122

法人税等合計 82,066 87,323

少数株主損失（△） － △2,073

四半期純利益 119,994 88,345
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 540,671 607,245

売上原価 258,060 285,441

売上総利益 282,610 321,803

販売費及び一般管理費 260,685 204,395

営業利益 21,924 117,407

営業外収益   

受取利息 563 895

受取配当金 43 15

受取地代家賃 478 1,558

助成金収入 3,193 6,062

その他 1,395 1,509

営業外収益合計 5,674 10,041

営業外費用   

支払利息 3,875 4,652

売上割引 26 13

為替差損 3,769 1,467

その他 186 288

営業外費用合計 7,858 6,422

経常利益 19,740 121,026

特別利益   

固定資産売却益 － 77

特別利益合計 － 77

特別損失   

固定資産売却損 － 348

固定資産除却損 1,604 81

減損損失 2,576 －

災害による損失 240 －

事務所移転費用 15,075 －

特別損失合計 19,497 429

税金等調整前四半期純利益 243 120,673

法人税、住民税及び事業税 △14,838 52,878

法人税等還付税額 △13,149 △768

法人税等調整額 23,769 465

法人税等合計 △4,218 52,575

四半期純利益 4,461 68,098
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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利益 202,061 173,595

減価償却費 142,736 108,817

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,894

固定資産除却損 1,711 1,705

固定資産売却損益（△は益） － 270

減損損失 2,576 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 41

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,365 22,085

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,397 11,520

受取利息及び受取配当金 △3,273 △4,166

支払利息 11,148 13,723

売上債権の増減額（△は増加） 98,412 △189,045

仕入債務の増減額（△は減少） △2,172 28,219

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,271 136,376

未払金の増減額（△は減少） 16,412 △19,415

その他 △24,352 30,891

小計 316,978 309,723

利息及び配当金の受取額 3,273 4,166

利息の支払額 △10,527 △12,807

法人税等の還付額 16,228 66,073

法人税等の支払額 △234,379 △17,063

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,574 350,092

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 △52,502 △401,468

定期預金の払戻による収入 21,936 52,556

有価証券の取得による支出 △150,000 －

有価証券の償還による収入 352,737 －

投資有価証券の取得による支出 △3,600 △6,345

投資有価証券の売却による収入 － 7,103

有形固定資産の取得による支出 △62,385 △17,652

有形固定資産の売却による収入 － 180

無形固定資産の取得による支出 △28,004 △6,088

長期貸付けによる支出 △15,000 －

子会社株式の取得による支出 △11,037 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 52,143 △371,715

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △219,727 △238,802

自己株式の取得による支出 △194 △0

配当金の支払額 △49,674 △9,060

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,595 △47,862

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,791 2,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,330 △67,273

現金及び現金同等物の期首残高 300,118 644,624

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 16,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 363,449 593,902
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計

期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)並びに前第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)及び当第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) 

当社グループは真空機器関連製品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する真空機器及び真空

機器関連製品等の製造、国内外での販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項

はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
(注) 国又は地域は、国ごとに区分しております。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) 国又は地域は、国ごとに区分しております。 

  

(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】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(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

455,460 52,074 33,136 540,671 ― 540,671

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

30,381 828 2,405 33,616 (33,616) ―

計 485,842 52,902 35,542 574,287 (33,616) 540,671

営業利益 4,913 4,572 12,515 22,001 (77) 21,924

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(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

537,185 43,334 26,725 607,245 ― 607,245

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

50,455 5,795 5,033 61,284 (61,284) ―

計 587,640 49,129 31,758 668,529 (61,284) 607,245

営業利益 111,215 3,282 3,930 118,428 (1,020) 117,407
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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) 国又は地域は、国ごとに区分しております。 

  

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) 国又は地域は、国ごとに区分しております。 

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10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、台湾、中国、シンガポール 

   北米・・・・・・米国 

   その他の地域・・上記以外の国 

 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。 

  

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(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

1,746,412 193,679 83,848 2,023,940 ─ 2,023,940

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

148,746 2,316 8,305 159,368 (159,368) ─

計 1,895,159 195,995 92,153 2,183,309 (159,368) 2,023,940

営業利益 185,159 18,024 22,944 226,128 (5,515) 220,613

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(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

1,429,610 89,903 58,144 1,577,658 ― 1,577,658

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

120,365 11,623 7,037 139,026 (139,026) ―

計 1,549,976 101,527 65,181 1,716,685 (139,026) 1,577,658

営業利益又は営業損失(△) 149,740 4,105 △1,722 152,123 (2,812) 149,310

【海外売上高】

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 128,286 18,802 8,886 155,975

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 540,671

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.7 3.5 1.6 28.8
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当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10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、台湾、中国、シンガポール、タイ 

   北米・・・・・・米国 

   その他の地域・・上記以外の国 

 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。 

  

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、台湾、中国、シンガポール 

   北米・・・・・・米国 

   その他の地域・・上記以外の国 

 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、台湾、中国、シンガポール、タイ 

   北米・・・・・・米国 

   その他の地域・・上記以外の国 

 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。 

  

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 126,670 20,281 8,152 155,104

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 607,245

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.9 3.3 1.3 25.5

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 471,451 63,066 34,964 569,482

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,023,940

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.3 3.1 1.7 28.1

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 271,498 50,181 21,940 343,620

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 1,577,658

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.2 3.2 1.4 21.8

(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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