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１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
（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        ％

23年３月期第１四半期 12,870 △26.3 △2,679  ― △2,665  ― △2,769  ―
22年３月期第１四半期 17,473    3.5 △1,576  ― △1,675  ― △869  ―
 

 
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

23年３月期第１四半期 △35 37 ―  
22年３月期第１四半期 △11 10 ―  
 
（２）連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 89,146 21,914 24.0 273 81
22年３月期 102,916 25,752 24.5 322 15

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期  21,437百万円 22年３月期  25,222百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   

22年３月期 ―    2 50 ―  1 50 4 00   
23年３月期 ―      
23年３月期(予想)  ―  ―  ―  ―    

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

     23 年３月期の配当予想額は、現時点で未定であります。 
 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 
 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(累計) 39,000   10.0 △1,900     ― △1,700     ― △1,200    ― △15 33
通  期 81,000  △4.4 1,700 234.9 1,000 375.6 500  81.2 6 39

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 
 
４．その他  （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。） 

 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 －社 (社名) ― 、除外 －社 (社名) ― 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 
（注）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の有無となります。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 
（注）「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、

表示方法等の変更の有無となります。 
（４）発行済株式数(普通株式) 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 79,365,600株 22年３月期 79,365,600株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,071,097株 22年３月期 1,070,236株

② 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 78,294,779株 23年３月期１Ｑ 78,296,605株

 
 
 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、金融 
商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は、この四半期決算短信の開示時点において、終了 
しております。 
 

※ 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等については、四半 
期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期連結会計期間における世界経済は、不良債権問題の長期化による米国の本格的景気回復の

遅れ、ギリシャ危機を発端とした欧州の景気後退といったリスクを抱える一方、中国を始めとする新興国

は旺盛な内需拡大に支えられて高い経済成長を示しました。デフレからの脱却を模索するわが国経済も、

雇用情勢には厳しさを残すものの、政府発動の景気対策の効果と輸出の増加によって自律的な回復の兆し

を見せ始めています。 

このような状況下、当社グループは今年度を初年度とする新中期経営計画「CHALLENGE 5」の方針に基

づいて経営基盤の強化と収益性の向上に努めました。 

当第１四半期連結会計期間の受注は概ね好調でしたが、売上高は期首受注残が少なかった為に12,870百

万円（前年同期比26.3%減）と低調な結果となりました。損益面においては、営業損失が2,679百万円（前

年同期は営業損失1,576百万円）、経常損失が2,665百万円（前年同期は経常損失1,675百万円）、四半期

純損失が2,769百万円（前年同期は四半期純損失869百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

① 理科学・計測機器事業 

透過電子顕微鏡は、 先端の研究、材料・医学・生物分野の基礎研究など多岐に亘る分野から引

合いを受け、特にハイエンドへの需要は旺盛でした。走査電子顕微鏡も民需の回復に伴い市況が活

発化しています。質量分析計は新製品への反響が大きく、また核磁気共鳴装置は、受注は前年同期

並みでしたが売上は概ね好調に推移しました。この結果、当事業の売上高は8,499百万円となりまし

た。 

② 産業機器事業 

半導体関連機器、電子銃・電源の売上は、期首受注残が少なかった為に低調でしたが、受注は前

年同期に比し概ね好調に推移し、当事業の売上高は1,401百万円となりました。 

③ 医用機器事業 

医用機器の売上は、国内においては前年同期を上回りましたが、海外は期首受注残が少なかった
こともあり減少し、当事業の売上高は2,969百万円となりました。 
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から13,770百万円減少し89,146百万

円となりました。主なものとしては、受取手形及び売掛金が15,255百万円減少しております。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から9,932百万円減少し67,232百万

円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少3,677百万円、短期借入金の減少6,776百万

円によるものであります。 

一方、当第１四半期会計期間末の純資産合計は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の減少

に伴い21,914百万円となりました。以上の結果、当第１四半期末の自己資本比率は前連結会計年度末

から0.5%減少し24.0%となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,614百万

円となり、前連結会計年度末より364百万円減少しました。 

なお、当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況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） 

当第１四半期連結累計期間末において営業活動による資金の増加は8,983百万円(前年同期は2,354

百万円の資金の増加)となりました。これは主に仕入債務の減少があったものの売上債権の減少等に

より増加したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間末において投資活動による資金の減少は363百万円(前年同期は176百万

円の資金の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得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） 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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当第１四半期連結累計期間末において財務活動による資金の減少は8,545百万円(前年同期は1,596

百万円の資金の減少)となりました。これは主に借入金の返済による支出及び配当金の支払等による

ものであります。 

  

平成23年3月期の連結業績予想につきましては、平成22年5月14日に公表しました業績予想に変更はご

ざいません。 

  

(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。 

  

簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積額の算定方法 

当第１四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お

ります。 

② 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ついては、連結会計年度に係る減価償却費の額を按分して算定す

る方法によっております。 

③ 法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

税引前純利益に重要な税務調整を加えた後の課税所得を基に未払法人税等を算出しておりま

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、または、

一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、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て利用する方法によって

おります。 
  

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 の適

用 
当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第
24号 平成20年３月31日）を適用しております。 
この変更による経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響額は軽微であります。 

② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平
成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21
号 平成20年３月31日）を適用しております。 
これにより、営業損失、経常損失に与える影響額は軽微であり、税金等調整前四半期純損失は

134百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は145百
万円であります。 

③ 「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「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）、「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）を適用しております。 

④ 表示方法の変更 

「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）に基づく「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 
内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純
損失」の科目で表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,777 7,143

受取手形及び売掛金 12,218 27,474

商品及び製品 15,080 14,784

仕掛品 17,250 16,746

原材料及び貯蔵品 2,928 2,797

その他 5,182 3,469

貸倒引当金 △234 △315

流動資産合計 59,203 72,100

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,157 7,347

機械装置及び運搬具（純額） 662 744

工具、器具及び備品（純額） 3,731 4,137

土地 1,456 1,480

リース資産（純額） 999 1,047

建設仮勘定 760 510

有形固定資産合計 14,768 15,268

無形固定資産 1,045 1,093

投資その他の資産

投資有価証券 6,589 7,249

その他 7,436 7,086

貸倒引当金 △73 △73

投資その他の資産合計 13,952 14,261

固定資産合計 29,765 30,623

繰延資産 177 192

資産合計 89,146 102,916
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,625 17,303

短期借入金 14,979 21,755

1年内償還予定の社債 2,581 2,581

未払法人税等 147 246

賞与引当金 752 546

その他 14,202 11,637

流動負債合計 46,288 54,070

固定負債

社債 7,837 7,987

長期借入金 5,923 7,346

退職給付引当金 5,386 6,117

役員退職慰労引当金 316 432

資産除去債務 145 －

その他 1,334 1,209

固定負債合計 20,943 23,093

負債合計 67,232 77,164

純資産の部

株主資本

資本金 6,740 6,740

資本剰余金 6,346 6,346

利益剰余金 10,645 13,532

自己株式 △531 △531

株主資本合計 23,200 26,087

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 597 1,199

繰延ヘッジ損益 55 △23

為替換算調整勘定 △2,416 △2,040

評価・換算差額等合計 △1,762 △864

少数株主持分 476 529

純資産合計 21,914 25,752

負債純資産合計 89,146 102,916
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 17,473 12,870

売上原価 12,944 9,980

売上総利益 4,528 2,890

販売費及び一般管理費 4,891 4,523

開発研究費 1,214 1,046

営業損失（△） △1,576 △2,679

営業外収益

受取利息 3 4

受取配当金 49 39

受託研究収入 69 37

持分法による投資利益 17 18

為替差益 － 129

その他 144 28

営業外収益合計 285 255

営業外費用

支払利息 119 153

売上債権売却損 48 34

為替差損 146 －

その他 69 54

営業外費用合計 384 242

経常損失（△） △1,675 △2,665

特別利益

固定資産売却益 3 0

貸倒引当金戻入額 14 80

保険解約返戻金 125 －

過年度損益修正益 36 －

その他 1 6

特別利益合計 181 87

特別損失

固定資産売却損 2 －

固定資産除却損 1 5

投資有価証券評価損 61 －

早期割増退職金 － 1,738

その他 5 162

特別損失合計 71 1,907

税金等調整前四半期純損失（△） △1,565 △4,485

法人税、住民税及び事業税 226 △37

法人税等調整額 △910 △1,625

法人税等合計 △684 △1,663

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,822

少数株主損失（△） △11 △53

四半期純損失（△） △869 △2,769
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30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（△） △1,565 △4,485

減価償却費 796 771

賞与引当金の増減額（△は減少） 402 214

退職給付引当金の増減額（△は減少） 271 △728

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37 △115

固定資産除売却損益（△は益） 0 5

投資有価証券評価損益（△は益） 61 －

保険解約損益（△は益） △125 －

早期割増退職金 － 1,738

受取利息及び受取配当金 △53 △43

支払利息 119 153

売上債権売却損 48 34

売上債権の増減額（△は増加） 5,229 14,629

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,438 △1,279

仕入債務の増減額（△は減少） △3,819 △3,042

その他 61 1,312

小計 2,830 9,166

利息及び配当金の受取額 59 53

利息の支払額 △96 △113

売上債権売却損の支払額 △48 △34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △388 △88

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,354 8,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △222 △224

子会社株式の取得による支出 － △212

保険積立金の解約による収入 382 －

その他 17 73

投資活動によるキャッシュ・フロー 176 △363

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） △3,118 △7,648

長期借入れによる収入 2,500 －

長期借入金の返済による支出 △507 △584

社債の発行による収入 979 －

社債の償還による支出 △100 △150

転換社債の償還による支出 △1,251 －

配当金の支払額 △83 △89

その他 △14 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,596 △8,545

現金及び現金同等物に係る換算差額 50 △226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 985 △151

現金及び現金同等物の期首残高 9,037 6,978

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △212

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,023 6,614
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該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、製品の販売市場別に区分しております。 

２ 各区分に属する主要製品名 

 
  

 
(注) １ 地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

(1) 北米・中南米 ・・・・ 米国、カナダ、メキシコ 

(2) その他の地域 ・・・・ 欧州、東南アジア、オーストラリア 

  

 
(注) １ 地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

(1) 北米・中南米 ・・・・ 米国、カナダ、メキシコ 

(2) その他の地域 ・・・・ 欧州、アジア、オーストラリア 

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。 

(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】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

理科学機器 
(百万円)

産業機器
(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

7,206 10,266 17,473 ― 17,473

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ( ―) ―

計 7,206 10,266 17,473 ( ―) 17,473

営業利益又は営業損失(△) △559 △310 △870 ( 705) △1,576

事業区分 主要製品名

理科学機器 透過電子顕微鏡等の電子光学機器、核磁気共鳴装置、質量分析計等の分析機器他

産業機器
走査電子顕微鏡等の計測検査機器、電子ビーム描画装置、ウエハプロセス評価装置、
高周波電源、自動分析装置他

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

日本 
(百万円)

北米
中南米  
(百万円)

その他の地域
(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

11,456 2,113 3,903 17,473 ― 17,473

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,980 32 22 2,034 （2,034) ―

計 13,436 2,146 3,925 19,508 (2,034) 17,473

営業利益又は営業損失(△) △1,439 △136 268 △1,306 (270) △1,576

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

北米・中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,302 6,243 10,546

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 17,473

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.6 35.8 60.4
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

報告セグメントは、当社製品が使用される用途による分類に基づく「理科学・計測機器事業」「産業機

器事業」「医用機器事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「理科学・計測機器事業」は、電子顕微鏡、核磁気共鳴装置、質量分析計等の製造販売を行っておりま

す。「産業機器事業」は、電子ビーム描画装置、高周波電源等の製造販売を行っております。「医用機器

事業」は、自動分析装置等の製造販売を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
（注)１ セグメント利益又は損失の調整額△814百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△814百万

円が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額
(注)２

理科学・計測
機器事業

産業機器事業 医用機器事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 8,499 1,401 2,969 12,870 ─ 12,870

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 8,499 1,401 2,969 12,870 ─ 12,870

セグメント利益又は損失(△) △1,049 △915 99 △1,865 △814 △2,679

(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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