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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 12,662 △63.1 291 △87.9 184 △84.5 2,968 ―

21年3月期第3四半期 34,282 ― 2,399 ― 1,188 ― △9,263 ―

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 13,968.11 ―

21年3月期第3四半期 △43,613.57 ―

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 17,758 4,484 22.5 18,760.03
21年3月期 30,886 3,308 3.6 5,304.58

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,987百万円 21年3月期  1,127百万円

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 0.00
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 16,400 △59.7 750 △58.2 450 △25.4 2,500 ― 11,763.99
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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  

(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 

 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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、今後のさ
まざまな要因により実際の業績が予想値と異なる可能性あります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 ミクロ技研株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 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 214,456株 21年3月期  214,399株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,911株 21年3月期  1,911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 212,513株 21年3月期第3四半期 212,403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～平成21年12月31日）におけるわが国の経済は、世界経済の急速な

悪化に歯止めがかかった状況にありますが、自律性に乏しく、失業率は引き続き高い水準で推移しています。しかし

ながら、アジア向けを中心とした輸出の増加や、緊急経済対策の効果、海外経済の改善などを背景に、鉱工業指数も

12月まで生産・出荷とも10ヶ月連続上昇するなど緩やかながらも持ち直して参りました。 

 当社グループの主要顧客となる半導体、FPD（フラット・パネル・ディスプレイ）関連業界におきましても、在庫

調整の一巡と収益構造の改善等により、大手製造メーカーが相次いで四半期決算を黒字に転換するなど、景気の二番

底の懸念も薄れつつあり全体的に回復傾向にあります。 

 このような状況下において、当社グループは厳格なコストコントロールのもと、新中期経営計画に基づき、請負化

およびソリューションビジネスの推進と既存顧客に対するサービスの充実を図ることなどにより、成長性と収益性の

確保に努めてまいりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、以下の通りであります。 

  

1)アウトソーシング事業  

 アウトソーシング事業におきましては、新規顧客の獲得や、既存顧客のシェアアップなどにより技術職社員数は一

貫して増加しておりますが、事業拠点の集約による顧客数の絞込みにより、売上高11,777百万円、営業利益961百万

円となり前年同期に比べ減収減益となっております。しかしながら、第２四半期に引き続き、請負化による顧客の囲

い込みや成長分野およびインハウスソリューション（工場の一括請負）による顧客の獲得と継続的なコストコントロ

ールにより、新中期経営計画は順調に推移しております。 

  

2)製造装置事業  

 製造装置事業におきましては、業界における設備投資動向が低水準であったことや、大型移設案件の販売が実現し

なかったことにより、売上高884百万円、営業利益△747百万円となり前年同期に比べ減収減益となりました。 

  

3)設計開発事業 

 設計開発事業（※）におきましては、開発投資減少の影響を受け、売上高は減少しましたが、一部顧客からの受注

増と原価改善や販売管理費の削減に取り組んだ結果、営業収支、経常収支ともに黒字を確保しております。  

 ※設計開発事業は、事業の種類別セグメント情報上は、アウトソーシング事業の一事業として取り扱っておりま

す。 

  

  その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は12,662百万円（前年同期34,282百万円、63.1％の減収）、営業利

益291百万円（前年同期2,399百万円、87.9％の減益）、経常利益184百万円（前年同期1,188百万円、84.5％の減

益）、四半期純利益は2,968百万円（前年同期△9,263百万円）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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 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ13,127百万円減少し、17,758百万円とな

りました。 

 その主な要因は、連結子会社であるミクロ技研株式会社が連結の範囲から除外され、その総資産が減少したことと

のれんの一括償却によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ14,304百万円減少し、13,273百万円となり

ました。 

 その主な要因は、連結子会社であるミクロ技研株式会社が連結の範囲から除外され、その負債が減少したことと、

社債の買入消却によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ1,176百万円増加し、4,484百万円となり

ました。 

 その主な要因は、連結子会社であるミクロ技研株式会社が連結の範囲から除外され、その少数株主持分が減少した

ものの、それを上回る四半期純利益を計上したことによるものであります。 

  

(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

より709百万円減少し、3,924百万円となりました。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

とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、1,942百万円となりました。これは主に、社債消却益△5,100百万円だったもの

の、のれん償却額4,568百万円、税金等調整前四半期純利益1,855百万円によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、△1,077百万円となりました。これは主に、子会社株式売却による収入2,300百万

円だったものの、貸付けによる支出△2,270百万円、子会社株式売却による支出△1,429百万円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） 

 財務活動の結果使用した資金は、△1,563百万円となりました。これは主に、社債の償還による支出△1,200百万円

によるものであります。 

  

 平成22年３月期通期の業績予想につきましては、平成22年11月13日に公表の連結業績予想に変更ございません。 

  

 第１四半期連結会計期間より、連結子会社であるミクロ技研株式会社は、当社の連結子会社である日本エイム

株式会社が所有する株式全てを売却した為、連結の範囲から除外しております。 

  

１．その他関係会社の異動  

（連結範囲の変更） 

 第１四半期連結会計期間より、連結子会社である株式会社グローバル・ファイン・テックは、重要性が乏し

くなった為、連結の範囲から除外しております。 

 当第３四半期連結会計期間より、株式会社エイペックス・エンジニアリングは、新たに設立した為、連結の

範囲に含めております。  

  

（持分法適用関連会社） 

 第１四半期連結会計期間より、全協化成工業株式会社は、当社の連結子会社である日本エイム株式会社が、

所有するミクロ技研株式会社の株式全てを売却した為、その関連会社であった全協化成工業株式会社は、持分

法適用の範囲から除外しております。 

 第１四半期連結会計期間より、株式会社セミコンダクタツールジャパンは、当社の連結子会社である株式会

社エイペックスが、所有する株式全てを売却した為、持分法適用の範囲から除外しております。 

 当第３四半期連結会計期間より、株式会社ＮＳＴジャパンは、当社が所有する株式会社エイペックスの株式

全てを売却した為、その関連会社であった株式会社ＮＳＴジャパンは、持分法適用の範囲から除外しておりま

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）
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１．簡便な会計処理 

① 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固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によ

り算定しております。 

  

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、一部の連結子会社で実地棚卸を省略し前連結会

計年度末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

 また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味実現売却価額

を見積り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

  

③ 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、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る場合に、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たものを利用する方法によっております。 

  

④ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 連結会社相互間の債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行

わないで債権と債務を相殺消去しております。 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる、又は、金額

の大きい方に合わせる方法により相殺消去しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年11月13日開催の取締役会において、当社が保有する連結子会社である株式会社エイペックスの全

株式について、譲渡することを決議し、同日付で株式を譲渡いたしました。 

 しかしながら、株式を譲渡した株式会社八徳は、当社との関係で「連結財務諸表原則」及び企業会計基準適用指針

第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」における緊密な者に該当します

ので、同社が全株式を保有する株式会社エイペックスは、引き続き連結の範囲に含まれます。 

 そこで、株式会社エイペックス及びその関係会社を連結の範囲から除外した場合の四半期連結貸借対照表、及び四

半期連結損益計算書を、６．その他の情報に参考資料として掲載いたします。 

  

（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）その他
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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 3,924,954 4,634,783

受取手形及び売掛金 2,937,502 6,171,477

商品及び製品 3,244,239 6,232,897

仕掛品 1,927 276,592

原材料及び貯蔵品 88,764 106,092

繰延税金資産 56,242 540,797

その他 579,848 1,637,008

貸倒引当金 △187,216 △165,875

流動資産合計 10,646,263 19,433,774

固定資産   

有形固定資産 811,162 2,376,417

無形固定資産   

のれん － 4,725,858

その他 216,015 300,021

無形固定資産合計 216,015 5,025,880

投資その他の資産   

投資有価証券 205,087 642,727

役員に対する長期貸付金 1,252,500 1,240,000

長期貸付金 3,286,765 843,841

繰延税金資産 1,643,835 864,974

その他 734,016 2,343,165

貸倒引当金 △1,043,176 △1,899,036

投資その他の資産合計 6,079,027 4,035,673

固定資産合計 7,106,205 11,437,971

繰延資産 6,031 14,527

資産合計 17,758,501 30,886,273
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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 497,747 3,828,059

短期借入金 10,315,738 12,868,706

未払費用 1,066,518 972,484

未払法人税等 139,888 78,462

未払消費税等 210,319 39,688

前受金 454,577 2,300,937

引当金 102,607 93,000

その他 415,556 621,191

流動負債合計 13,202,953 20,802,528

固定負債   

長期借入金 57,322 －

社債 － 6,300,000

引当金 7,338 295,275

負ののれん － 144,924

その他 5,906 35,395

固定負債合計 70,566 6,775,596

負債合計 13,273,520 27,578,125

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,062,144 2,061,194

資本剰余金 8,438,017 8,437,067

利益剰余金 △6,063,296 △8,965,562

自己株式 △447,734 △447,734

株主資本合計 3,989,131 1,084,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,780 △24,621

為替換算調整勘定 － 66,816

評価・換算差額等合計 △1,780 42,194

少数株主持分 497,629 2,180,988

純資産合計 4,484,980 3,308,148

負債純資産合計 17,758,501 30,886,273
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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 34,282,735 12,662,431

売上原価 28,044,875 10,589,500

売上総利益 6,237,860 2,072,930

販売費及び一般管理費 3,838,845 1,781,830

営業利益 2,399,015 291,099

営業外収益   

受取利息 18,900 36,130

受取配当金 27,840 5,577

受取賃貸料 16,757 －

為替差益 － 38,933

雇用調整助成金 － 56,869

その他 23,149 23,843

営業外収益合計 86,647 161,354

営業外費用   

支払利息 180,709 190,657

為替差損 622,025 －

支払手数料 468,646 －

持分法による投資損失 2,421 27,096

その他 23,737 50,222

営業外費用合計 1,297,540 267,976

経常利益 1,188,122 184,478

特別利益   

前期損益修正益 97,675 －

投資有価証券売却益 170,920 32,917

貸倒引当金戻入額 － 1,015,720

社債消却益 － 5,100,000

子会社株式売却益 － 1,227,673

違約料収入 95,729 －

その他 52,774 31,948

特別利益合計 417,100 7,408,259

特別損失   

投資有価証券売却損 2,956,091 －

投資有価証券評価損 5,565,377 －

子会社株式売却損 － 363,351

貸倒引当金繰入額 1,527,910 159,860

のれん償却額 － 4,441,154

自己新株予約権消却損 138,000 －

事業撤退損 － 658,586

その他 584,787 114,348

特別損失合計 10,772,166 5,737,301

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△9,166,944 1,855,435

法人税、住民税及び事業税 919,209 159,675

法人税等調整額 △1,069,522 △509,259

法人税等合計 △150,312 △349,584

少数株主利益又は少数株主損失（△） 247,022 △763,385

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,263,653 2,968,405
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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 8,940,503 4,641,162

売上原価 7,460,102 3,898,581

売上総利益 1,480,400 742,580

販売費及び一般管理費 1,267,102 592,901

営業利益 213,297 149,679

営業外収益   

受取利息 8,049 16,336

受取配当金 9,016 －

為替差益 － 36,567

持分法による投資利益 3,334 －

雇用調整助成金 － 34,873

その他 10,222 3,081

営業外収益合計 30,624 90,858

営業外費用   

支払利息 63,643 59,430

為替差損 456,339 －

持分法による投資損失 － 4,246

その他 8,003 11,916

営業外費用合計 527,986 75,593

経常利益又は経常損失（△） △284,065 164,943

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 345,855

子会社株式売却益 － 1,227,673

投資有価証券評価損戻入額 6,643,441 －

その他 63,489 5

特別利益合計 6,706,930 1,573,534

特別損失   

投資有価証券売却損 2,956,091 －

投資有価証券評価損 5,565,377 －

貸倒引当金繰入額 1,527,910 －

事業撤退損 － 658,586

その他 315,853 6,907

特別損失合計 10,365,233 665,494

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△3,942,367 1,072,983

法人税、住民税及び事業税 98,604 62,327

法人税等調整額 471,806 538,486

法人税等合計 570,410 600,814

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,690 △766,763

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,516,468 1,238,933
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△9,166,944 1,855,435

減価償却費 329,693 115,375

のれん償却額 322,303 4,568,481

負ののれん償却額 △6,038 △4,025

創立費償却額 1,200 1,200

株式交付費償却 7,664 7,295

自己新株予約権消却損 138,000 －

支払手数料 468,646 10,125

租税公課 － 17,511

社債発行費償却 271 1,329

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,532,765 △836,697

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,331 65,607

投資有価証券評価損益（△は益） 5,565,377 6,862

投資有価証券売却損益（△は益） 2,785,170 △30,373

社債消却益 － △5,100,000

子会社株式売却損益（△は益） － △864,322

匿名組合投資損益（△は益） 247,055 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △22,000 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） △34,200 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,383 4,177

受取利息及び受取配当金 △46,740 △41,707

支払利息 180,709 190,657

為替差損益（△は益） 499,952 △33,250

持分法による投資損益（△は益） 2,421 27,096

持分変動損益（△は益） 2,087 －

有形固定資産売却損益（△は益） 32,322 －

固定資産除却損 761 1,901

関係会社株式売却損益（△は益） △35,976 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,288,440 544,439

前払費用の増減額（△は増加） 15,232 10,558

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,273,808 382,581

仕入債務の増減額（△は減少） 434,398 △261,123

未払消費税等の増減額（△は減少） △421,494 511,715

未払費用の増減額（△は減少） △197,090 153,252

預り金の増減額（△は減少） △53,844 62,883

前受金の増減額（△は減少） 39,540 153,733

その他 84,058 564,907

小計 1,653,987 2,085,628

利息及び配当金の受取額 38,304 55,711

利息の支払額 △178,928 △209,919

法人税等の支払額 △1,876,138 △276,807

法人税等の還付額 － 288,011

営業活動によるキャッシュ・フロー △362,774 1,942,623
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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) 

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 △173,300 －

有形固定資産の取得による支出 △223,179 △15,946

無形固定資産の取得による支出 △16,560 △100

営業譲受による支出 △44,100 －

投資有価証券の取得による支出 △7,095 －

投資有価証券の売却による収入 1,749,852 236,808

投資有価証券の償還による収入 45,000 －

子会社株式の取得による支出 △10,000 －

非連結子会社の減資に伴う配当金の受取額 29,000 －

子会社株式の売却による収入 2,269 2,300,000

子会社株式の売却による支出 － △1,429,150

関係会社株式の売却による収入 95,915 －

貸付けによる支出 △1,599,000 △2,270,469

貸付金の回収による収入 463,313 46,188

差入保証金の増減額（△は増加） △4,981 53,670

その他 113 1,537

投資活動によるキャッシュ・フロー 307,249 △1,077,461

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） △5,786,000 △408,976

社債の発行による収入 6,299,728 －

長期未払金の返済による支出 △1,107 －

株式の発行による収入 6,478 1,900

長期借入れによる収入 － 80,000

長期借入金の返済による支出 － △6,670

社債の償還による支出 － △1,200,000

租税公課の支出 － △17,511

社債発行費の支出 － △1,329

新株予約権の発行による収入 12,000 －

新株予約権の取得による支出 △150,000 －

支払手数料の支出 △464,473 △9,371

配当金の支払額 △563,819 △1,378

少数株主への配当金の支払額 △24,901 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △672,094 △1,563,336

現金及び現金同等物に係る換算差額 △163,084 △2,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △890,705 △700,555

現金及び現金同等物の期首残高 7,611,348 4,634,783

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 61,022 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △9,273

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,781,665 3,924,954
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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) 

  

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) 

     

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) 

（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〕

  
アウトソーシン

グ事業 
（千円） 

製造装置事業
（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  5,910,230  3,030,273  8,940,503      ―  8,940,503

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 12,178  406  12,584 (12,584)   ―

計  5,922,408  3,030,679  8,953,088 (12,584)  8,940,503

営業利益又は営業損失(△)  452,750  △125,244  327,506 (114,208)  213,297

  
アウトソーシン

グ事業 
（千円） 

製造装置事業
（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  4,339,110  302,052  4,641,162      ―  4,641,162

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － －   ―

計  4,339,110  302,052  4,641,162 －  4,641,162

営業利益又は営業損失(△)  390,890  △255,091  135,799 13,879  149,679

  
アウトソーシン

グ事業 
（千円） 

製造装置事業
（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  19,461,296  14,821,438  34,282,735  ―  34,282,735

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 63,759  2,014  65,773 (65,773)      ―

計  19,525,056  14,823,452  34,348,509 (65,773)  34,282,735

営業利益  1,836,698  848,505  2,685,204 (286,188)  2,399,015

  
アウトソーシン

グ事業 
（千円） 

製造装置事業
（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  11,777,509  884,921  12,662,431  ―  12,662,431

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  148  148 (148)      ―

計  11,777,509  885,069  12,662,579 (148)  12,662,431

営業利益又は営業損失(△)  961,233  △747,776  213,457 77,642  291,099
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 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な事業の内容 

アウトソーシング事業・・・国内メーカーの構内作業業務の請負 

製造装置事業・・・中古製造装置及び新品製造装置の売買、製造及び技術サービスの提供 

３．会計処理方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間  

(重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）   

棚卸資産 

 当第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、評価基準については、従来の原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価の切下げの方法）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、製造装置事業において当第３四半期連結累計期間の営業利益

が281,762千円減少しております。 

４．資産の著しい変動 

 当第３四半期連結累計期間において、ミクロ技研株式会社を連結の範囲から除外したこと及び株式会社エイ

ペックスに係るのれんを一括償却したことにより、製造装置事業における資産の金額が著しく変動しておりま

す。その内容は、次のとおりであります。 

 製造装置事業 6,410,019千円 （前連結会計年度末 25,130,331千円) 

  

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)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) 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

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)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) 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕
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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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．アジア地域の主な国  中国 韓国 台湾 シンガポール マレーシア 

その他の主な国    フランス イギリス ドイツ 

３．第１四半期連結会計期間に、連結売上高に対して米国での売上高比率が10%を超えたため、米国を別掲記載し

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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．アジア地域の主な国  中国 韓国 台湾 シンガポール マレーシア タイ フィリピン 

その他の主な国    フランス イギリス ドイツ 

３．第１四半期連結会計期間に、連結売上高に対して米国での売上高比率が10%を超えたため、米国を別掲記載し

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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  米国 アジア地域 その他 計

Ⅰ 海外売上高     （千円）  119,671  751,071  13,065  883,807

Ⅱ 連結売上高     （千円）        8,940,503

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 

の割合        （％） 
 1.3  8.4  0.2  9.9

  米国 アジア地域 その他 計

Ⅰ 海外売上高     （千円）  2,534,299  4,887,455  107,943  7,529,698

Ⅱ 連結売上高     （千円）        34,282,735

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 

の割合        （％） 
 7.4  14.3  0.3  22.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

UTホールディングス㈱（2146）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－14－



 当社は、平成21年11月13日開催の取締役会において、当社が保有する連結子会社である株式会社エイペックスの全

株式について、譲渡することを決議し、同日付で株式を譲渡いたしました。 

 しかしながら、株式を譲渡した株式会社八徳は、当社との関係で「連結財務諸表原則」及び企業会計基準適用指針

第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」における緊密な者に該当します

ので、同社が全株式を保有する株式会社エイペックスは、引き続き連結の範囲に含まれます。 

 そこで、株式会社エイペックス及びその関係会社を連結の範囲から除外した場合の四半期連結貸借対照表、及び四

半期連結損益計算書を、以下に参考資料として掲載いたします。 

  

「参考資料」  

  

（１）四半期連結貸借対照表 

  

６．その他の情報

科目 

当第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日） 

金額（千円）

 （資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

 １ 現金及び預金  3,371,586

 ２ 受取手形及び売掛金  1,935,299

 ３ 繰延税金資産  55,407

 ４ その他  304,332

   貸倒引当金 △10,075

流動資産合計   5,656,551

Ⅱ 固定資産 

 １ 有形固定資産  36,205

 ２ 無形固定資産  198,619

 ３ 投資その他の資産 

(1) 投資有価証券   199,809

(2) 役員長期貸付金  1,252,500

(3) 長期貸付金  2,250,000

(4) 繰延税金資産   1,633,452

(5) その他   120,634

投資その他の資産合計   5,456,397

固定資産合計   5,691,222

Ⅲ 繰延資産  6,031

資産合計   11,353,804
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科目 

当第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日） 

金額（千円）

 （負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

 １ 支払手形及び買掛金  1,250

 ２ 短期借入金  5,388,713

 ３ 未払費用  1,057,278

 ４ 未払法人税等  134,450

 ５ 未払消費税等  208,147

 ６ 引当金  99,888

 ７ その他  382,000

流動負債合計   7,271,728

Ⅱ 固定負債 

 １ 長期借入金  41,314

固定負債合計   41,314

 負債合計  7,313,042

  

 （純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

 １ 資本金  2,062,144

 ２ 資本剰余金  8,438,017

 ３ 利益剰余金 △6,047,704

 ４ 自己株式  △447,734

株主資本合計   4,004,723

Ⅱ 評価・換算差額等 

 １ その他有価証券評価差額金 △1,780

評価・換算差額等合計 △1,780

Ⅲ 少数株主持分  37,819

 純資産合計  4,040,762

 負債及び純資産合計  11,353,804
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 （２）四半期連結損益計算書 

科目 

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） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  12,375,864

Ⅱ 売上原価  10,166,099

売上総利益  2,209,764

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,659,761

営業利益  550,002

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息  35,781

 ２ 受取配当金  5,577

 ３ 雇用調整助成金  56,869

 ４ その他  23,559

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息  159,257

 ２ 持分法による投資損失  27,096

 ３ 為替差損  1,619

 ４ その他  50,174

経常利益  433,642

Ⅵ 特別利益  

 １ 投資有価証券売却益  32,917

 ２ 貸倒引当金戻入益  1,015,720

 ３ 社債消却益  5,100,000

 ４ 子会社株式売却益  1,227,673

 ５ その他  31,948

Ⅶ 特別損失 

 １ 子会社株式売却損  363,351

 ２ 貸倒引当金繰入額  505,715

 ３ のれん償却額  4,441,154

 ４ その他  114,348

税金等調整前四半期純利益  2,417,331

法人税、住民税及び事業税  161,891

法人税等調整額 △736,260

 少数株主利益  7,702

四半期純利益  2,983,997
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