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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 1,158 △3.9 △95 ― △88 ― △49 ―

21年12月期第1四半期 1,205 △17.7 △437 ― △421 ― △273 ―

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12月期第1四半期 △14.62 ―

21年12月期第1四半期 △80.31 ―

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12月期第1四半期 14,307 5,940 41.5 1,747.37
21年12月期 12,871 5,986 46.5 1,760.74

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  5,940百万円 21年12月期  5,986百万円

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12月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

3,280 15.3 △298 ― △287 ― △290 ― △85.44

通期 10,816 25.9 143 ― 164 ― 153 ― 45.16
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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  

(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の見通し等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。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 3,400,000株 21年12月期  3,400,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  186株 21年12月期  186株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 3,399,814株 21年12月期第1四半期 3,399,864株
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 当第１四半期における世界経済は、各国の景気刺激策により回復基調となりましたが、本格的な実体経済の改善に

は至っておらず、また一部の国の財政不安など新たなリスクが表面化し、厳しい状況が続きました。日本経済も円の

高止まり、企業収益や設備投資も低迷し、予断を許さない状況が続きました。 

 当社グループが属する電子機器業界におきましては、 終製品の市場はグローバルで本格的に回復しましたが、装

置の設備投資回復については、今年の後半と見込まれております。  

 このような経営環境のなか、当社グループは液晶、半導体製造装置の営業強化、新規開発に取り組んでまいりまし

たが、当第１四半期の売上高は前年同期に比べ46百万円減収の1,158百万円(前年同期比3.9％減)、営業損失95百万円

(前年同期は営業損失437百万円)、経常損失88百万円(前年同期は経常損失421百万円)、四半期純損失49百万円(前年

同期は四半期純損失273百万円)となりました。 

 事業の種類別セグメントの情報は以下のとおりです。  

(プロセス機器事業) 

 液晶製造装置部門につきましては、受注装置の製造がフル操業の状態が続いておりますが、装置の売上計上は、海

外設置、検収後となるため第２四半期以降に計上される見込みです。当第１四半期の売上高は前年同期に比べ506百

万円減収の295百万円になりました。半導体関連機器につきましては、設備投資が、徐々に回復基調となり前年同期

に比べ263百万円増収の488百万円となりました。 

 以上の結果、プロセス機器事業の売上高は前年同期に比べ243百万円減収の784百万円になりました。利益につきま

しては、原価低減、経費削減の効果が徐々に出始めましたが、営業利益につきましては110百万円の営業損失(前年同

期は営業損失319百万円)となりました。  

   （金型・樹脂成形事業) 

      金型・樹脂成形事業は、デジタル家電製品向けなどの材料を主体として、昨年後半より回復しております。売上高

  は前年同期に比べ196百万円増収の374百万円、営業利益は14百万円(前年同期は営業損失118百万円)となりました。

（流動資産） 

 当第１四半期末の流動資産は、前期末に比べ1,491百万円増加し10,121百万円となりました。これは主に、「仕掛

品」の増加額1,647百万円によるものであります。  

（固定資産） 

 当第１四半期末の固定資産は、前期末に比べ55百万円減少し4,185百万円となりました。これは主に、「有形固定資

産」の減少額60百万円によるものであります。 

（流動負債） 

 当第１四半期末の流動負債は、前期末に比べ1,582百万円増加し7,038百万円となりました。これは主に、「支払手

形及び買掛金」が813百万円、「前受金」が915百万円それぞれ増加したためでであります。 

（固定負債） 

 当第１四半期末の固定負債は、前期末に比べ101百万円減少し1,327百万円となりました。これは主に、「長期借入

金」の減少額120百万円によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期末の純資産は、前期末に比べ45百万円減少し5,940百万円となりました。当第１四半期の自己資本比率

は41.5％になりました。 

  

業績予想につきましては、平成22年２月10日公表いたしました「平成21年12月期 決算短信」の業績予想から変更は

ありません。   

  

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

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１四半期連結会計期間末のたな卸資産の算出につきましては、実地たな卸を省略し前連結会計年度末の

 実地たな卸高を基礎として合理的に算出しております。 

②固定資産の減価償却費の計算方法 

  固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

 年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

③税金費用の計算方法 

  税金費用については、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行税率を乗じて計算しております。なお、

 法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,172,856 2,074,767

受取手形及び売掛金 1,693,434 2,615,948

有価証券 963,475 461,656

商品及び製品 104,587 81,986

仕掛品 4,531,454 2,883,584

原材料及び貯蔵品 308,938 330,377

繰延税金資産 153,886 112,394

その他 241,400 116,712

貸倒引当金 △48,462 △47,289

流動資産合計 10,121,572 8,630,138

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,853,244 3,854,283

減価償却累計額 △1,911,471 △1,877,530

建物及び構築物（純額） 1,941,773 1,976,753

機械装置及び運搬具 1,725,790 1,718,615

減価償却累計額 △1,167,788 △1,128,816

機械装置及び運搬具（純額） 558,001 589,798

その他 1,636,294 1,620,760

減価償却累計額 △530,852 △521,839

その他（純額） 1,105,442 1,098,920

有形固定資産合計 3,605,218 3,665,472

無形固定資産   

ソフトウエア 32,077 30,888

その他 5,844 5,844

無形固定資産合計 37,921 36,733

投資その他の資産   

投資有価証券 442,786 438,872

繰延税金資産 457 469

その他 108,673 109,216

貸倒引当金 △9,610 △9,610

投資その他の資産合計 542,307 538,948

固定資産合計 4,185,447 4,241,154

資産合計 14,307,020 12,871,293
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,475,171 2,661,361

短期借入金 612,583 661,856

未払金 363,357 387,515

未払法人税等 3,654 30,681

前受金 2,454,885 1,539,127

製品保証引当金 53,910 50,861

賞与引当金 54,842 13,710

その他 19,961 110,769

流動負債合計 7,038,365 5,455,883

固定負債   

長期借入金 605,533 725,682

退職給付引当金 462,499 447,036

役員退職慰労引当金 245,855 242,540

その他 14,027 13,952

固定負債合計 1,327,915 1,429,211

負債合計 8,366,281 6,885,094

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395,240 1,395,240

資本剰余金 1,909,398 1,909,398

利益剰余金 2,684,699 2,734,410

自己株式 △459 △459

株主資本合計 5,988,878 6,038,588

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,787 △1,234

為替換算調整勘定 △49,926 △51,156

評価・換算差額等合計 △48,138 △52,390

純資産合計 5,940,739 5,986,198

負債純資産合計 14,307,020 12,871,293
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,205,857 1,158,886

売上原価 1,271,642 857,161

売上総利益又は売上総損失（△） △65,785 301,725

販売費及び一般管理費 372,204 397,672

営業損失（△） △437,989 △95,947

営業外収益   

受取利息 2,113 2,182

受取賃貸料 3,233 4,524

受取手数料 991 828

保険解約返戻金 7,494 －

為替差益 5,696 3,007

その他 5,896 2,401

営業外収益合計 25,425 12,943

営業外費用   

支払利息 8,898 4,943

その他 275 260

営業外費用合計 9,174 5,204

経常損失（△） △421,737 △88,208

特別利益   

固定資産売却益 290 57

関係会社株式売却益 100 －

特別利益合計 390 57

特別損失   

投資有価証券評価損 － 50

固定資産除却損 20 30

特別損失合計 20 80

税金等調整前四半期純損失（△） △421,367 △88,230

法人税等 △148,323 △38,519

四半期純損失（△） △273,043 △49,710
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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（△） △421,367 △88,230

減価償却費 102,546 99,581

売上債権の増減額（△は増加） 1,010,623 923,452

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,806 △1,648,165

仕入債務の増減額（△は減少） △1,625,082 795,193

前受金の増減額（△は減少） 118,644 915,417

その他 114,473 △175,788

小計 △611,355 821,459

法人税等の支払額 △2,376 △29,639

その他の支出 △6,515 △2,221

営業活動によるキャッシュ・フロー △620,247 789,598

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △502,935

有形固定資産の取得による支出 △38,346 △18,924

無形固定資産の取得による支出 △1,196 △4,122

その他 △18,604 △1,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,147 △527,772

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） 231,108 △28,866

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △140,564 △140,564

長期未払金の増減額（△は減少） △1,749 －

配当金の支払額 △140 △137

財務活動によるキャッシュ・フロー 588,654 △169,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 29,613 2,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,127 94,738

現金及び現金同等物の期首残高 1,929,220 1,971,764

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,869,093 2,066,502
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３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〕

  
プロセス機器事業 

（千円） 
金型・樹脂成形事業

（千円） 
計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  1,027,927  177,929  1,205,857  －  1,205,857

営業費用  1,347,892  295,953  1,643,846  －  1,643,846

営業損失（△）  △319,965  △118,024  △437,989  －  △437,989

  
プロセス機器事業 

（千円） 
金型・樹脂成形事業

（千円） 
計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  784,259  374,626  1,158,886  －  1,158,886

営業費用  895,132  359,700  1,254,833  －  1,254,833

営業利益又は営業損失

（△） 
 △110,873  14,925  △95,947  －  △95,947

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
北米

（千円） 
アジア
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  1,170,850  24,404  33,400  1,228,655  △22,797  1,205,857

営業費用  1,578,483  23,006  68,781  1,670,272  △26,425  1,643,846

営業利益又は営業

損失（△） 
 △407,633  1,397  △35,381  △441,617  3,628  △437,989

  
日本

（千円） 
北米

（千円） 
アジア
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  1,066,297  25,760  122,736  1,214,795  △55,909  1,158,886

営業費用  1,168,227  25,306  120,172  1,313,705  △58,872  1,254,833

営業利益又は営業

損失（△） 
 △101,929  454  2,564  △98,910  2,962  △95,947
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前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

  

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  20,544  35,700  435  56,680

Ⅱ 連結売上高（千円）      －             －             －  1,205,857

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 1.7  3.0  0.0  4.7

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  16,921  221,665  9,357  247,945

Ⅱ 連結売上高（千円）      －             －             －  1,158,886

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 1.5  19.1  0.8  21.4

（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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   受注状況 

 当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年３月31日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

プロセス機器事業  1,282,638  388.5  6,150,659  121.6

  液晶製造装置  691,067  315.3  4,687,414  107.5

  半導体関連機器  591,571  533.1  1,463,244  210.7

金型・樹脂成形事業  374,633  197.3  161,738  133.2

合計  1,657,271  318.7  6,312,398  121.9
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