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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 4,976 133.5 203 ― 184 ― 113 ―

22年3月期第2四半期 2,131 △61.6 △549 ― △579 ― △876 ―

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2四半期 18.41 ―

22年3月期第2四半期 △142.24 ―

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2四半期 13,420 6,993 52.1 1,135.47
22年3月期 14,050 6,973 49.6 1,132.28

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,993百万円 22年3月期  6,973百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,470 49.3 371 ― 316 ― 200 ― 32.47



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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  
（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 

（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） 

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、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きは終了していません。 

※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。 
 業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「2.その他の情報」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 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） 23年3月期2Q 6,499,000株 22年3月期  6,499,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  340,148株 22年3月期  340,148株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 6,158,852株 22年3月期2Q 6,158,852株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国やインドを中心とした新興国の経済成長に支えられた輸

出の拡大、企業のコスト削減や在庫調整効果等により企業収益は回復基調で推移しました。しかしながら、雇用情

勢、所得環境は依然として厳しく、更に６月以降急激に円高が進行し、景気回復を先導していた輸出分野に陰りが

見え始め、経済全般に不透明感が増してまいりました。  

 当社グループを取り巻く経営環境を見ると、水晶デバイス業界や電子部品業界は、夏場以降先行きの不透明感か

ら設備投資を控えるという若干の停滞はありましたが、概ね順調に推移しました。 

 こうした環境の中、当社グループは、積極的に受注・販売活動を行ってまいりました。特に水晶デバイス業界向

け 新装置の売れ行きが順調で、受注・売上の回復の原動力となりました。 

 損益面では、引き続き固定費削減に努めました。また、生産効率の向上などにより利益率が改善しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高45億78百万円（前年同四半期比108.0％増）、売上高49

億76百万円（同133.5％増）となりました。 

 損益につきましては、経常利益１億84百万円（前年同四半期は５億79百万円の経常損失）、四半期純利益は１億

13百万円（前年同四半期は８億76百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①真空技術応用装置事業 

 真空技術応用装置事業の業績につきましては、当社グループの顧客であります各業界の設備投資が若干の停滞は

ありましたが、概ね回復基調にあり、当社グループとしましても水晶デバイス業界向け装置を中心として新型装置

の営業活動を積極的に行いました。 

 この結果、受注高は40億26百万円、売上高は44億23百万円、セグメント利益は５億52百万円となりました。 

  

 業界別の状況は以下のとおりです。 

  

 （水晶デバイス装置） 

  水晶デバイス業界では、当年度に入り本格的に設備投資が動き出しましたが、夏場以降設備投資を控える企業

もあり、やや失速した感もありましたが、基本的には回復基調にありました。こうした中、 新装置の活発な売

り込みが功を奏し、受注・売上とも前年を大きく上回り、概ね順調に推移しました。 

  水晶デバイス装置の受注高は28億76百万円、売上高は35億79百万円となりました。 

  

 （光学装置） 

  光学業界向けには、水晶デバイス装置同様、 新装置を中心に積極的に営業展開を進めてまいりましたが、受

注に関しては引き合いはあるものの、厳しい状況が続きました。売上に関しては、受注残の取り込みによりほぼ

順調に推移しました。 

  光学装置の受注高は２億99百万円、売上高は２億68百万円となりました。 

  

 （電子部品装置・その他装置） 

  電子部品業界では、水晶デバイス業界同様、夏場以降設備投資を控える企業も出てきましたが、基本的には回

復基調にありました。また、売上に関しては下期にずれ込んだものがありました。 

  電子部品装置・その他装置の受注高は８億50百万円、売上高は５億76百万円となりました。 

  

②サービス事業   

 サービス事業につきましては、装置販売の回復を受け、順調に推移しました。また、西日本拠点や上海子会社を

中心に、修理・改造などの引き合いにも積極的に対応してまいりました。さらに、株式会社エフ・イー・シーが製

造・販売する歯のない歯車「マグトラン」も回復し、順調に推移しました。 

 この結果、売上高は５億52百万円、セグメント利益は１億５百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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有価証券の増加５億円等があったもの

の、現金及び預金の減少７億23百万、受取手形及び売掛金の減少１億72百万円、仕掛品の減少１億８百万円等があ

ったことにより、前連結会計年度末比６億30百万円減少の134億20百万円となりました。 

 負債は、支払手形及び買掛金の増加７億99百万円等があったものの、１年内返済予定の長期借入金の減少15億円

等があったことにより、前連結会計年度末比６億50百万円減少の64億26百万円となりました。 

 純資産は、評価・換算差額等の減少32百万円があったものの、利益剰余金の増加51百万円があったことにより、

前連結会計年度末比19百万円増加の69億93百万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は24億43百万円となり、前連結会計年度末と比

べて１億52百万円の減少となりました。 

 当第２四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要因は次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13億61百万円（前年同四半期は14億６百万円の使用）となりました。これは主に

税金等調整前当期純利益１億84百万円、減価償却費95百万円、売上債権の減少１億67百万円、たな卸資産の減少79

百万円、仕入債務の増加７億99百万円などによる獲得があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金収入は43百万円（前年同四半期比150.2％増）となりました。これは主に定期預金の預入に

よる支出33百万円、有形固定資産の取得による支出26百万円などがあったものの、定期預金の払戻による収入１億

４百万円などがあったことによるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果支出した資金は15億53百万円（前年同四半期は13億39百万円の収入）となりました。これは主に

短期借入れによる収入８億円があったものの、長期借入金の返済による支出18億75百万円、短期借入金の返済によ

る支出４億円などがあったことによるものです。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では平成22年５月13日付「平成22年３月期決算短信」に

て発表いたしました業績予想に変更はありません。 

 なお、当社グループを取り巻く市場動向を踏まえ今後の業績の推移につきましては、より慎重に注視し、連結業

績予想数値に見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。  
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

    

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  ①たな卸資産の評価方法  

  当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、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な方法により算定する方法によっております。   

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期間按分して算定する方法によ

っております。  

③繰延税金資産の算定方法 

 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想やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・連結の範囲に関する事項の変更 

 ①連結の範囲の変更 

 当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった株式会社ＳＰＴ（真空技術応用装置事業）

は、平成22年４月１日付けで当社を存続会社とする吸収合併により解散したため、連結の範囲から除外しており

ます。 

②変更後の連結子会社の数 

 ３社 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 ①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。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ありません。  

 ②企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１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）を適用しております。 

・表示方法の変更 

 四半期連結損益計算書 

 「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２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目で表示しております。  

  

２．その他の情報
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,557,814 2,281,778

受取手形及び売掛金 3,014,734 3,186,792

有価証券 979,250 478,456

商品及び製品 12,212 6,222

仕掛品 2,235,294 2,344,001

原材料及び貯蔵品 330,603 308,095

繰延税金資産 165,054 232,652

その他 47,240 32,584

貸倒引当金 △1,413 △1,181

流動資産合計 8,340,791 8,869,401

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,132,388 1,178,789

機械装置及び運搬具（純額） 93,477 125,934

土地 3,559,977 3,559,977

建設仮勘定 25,347 －

その他（純額） 37,554 36,090

有形固定資産合計 4,848,745 4,900,790

無形固定資産   

のれん 6,923 10,384

その他 110,090 122,707

無形固定資産合計 117,013 133,092

投資その他の資産   

投資有価証券 90,812 121,759

その他 103,434 105,091

貸倒引当金 △80,771 △79,722

投資その他の資産合計 113,475 147,129

固定資産合計 5,079,234 5,181,012

資産合計 13,420,025 14,050,413
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,700,921 1,901,290

短期借入金 400,000 －

1年内返済予定の長期借入金 750,960 2,250,960

1年内償還予定の社債 1,000,000 －

未払法人税等 13,734 13,962

賞与引当金 172,704 129,839

製品保証引当金 67,000 46,000

工事損失引当金 31,900 23,600

その他 256,366 314,682

流動負債合計 5,393,586 4,680,335

固定負債   

社債 － 1,000,000

長期借入金 386,310 761,790

退職給付引当金 460,062 423,949

繰延税金負債 13,289 25,854

その他 173,584 184,947

固定負債合計 1,033,246 2,396,541

負債合計 6,426,833 7,076,876

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,177,105 2,177,105

資本剰余金 2,753,975 2,753,975

利益剰余金 2,383,920 2,332,151

自己株式 △278,051 △278,051

株主資本合計 7,036,949 6,985,180

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,036 13,788

為替換算調整勘定 △38,720 △25,430

評価・換算差額等合計 △43,756 △11,642

純資産合計 6,993,192 6,973,537

負債純資産合計 13,420,025 14,050,413
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,131,286 4,976,052

売上原価 1,941,059 3,979,915

売上総利益 190,226 996,136

販売費及び一般管理費 739,702 792,921

営業利益又は営業損失（△） △549,475 203,214

営業外収益   

受取利息 1,362 1,569

受取配当金 842 842

受取賃貸料 10,696 10,139

助成金収入 9,724 184

作業屑等売却益 550 1,668

その他 2,858 9,344

営業外収益合計 26,034 23,748

営業外費用   

支払利息 19,317 26,966

売上債権売却損 3,215 10,339

支払手数料 24,905 －

その他 8,878 4,803

営業外費用合計 56,316 42,108

経常利益又は経常損失（△） △579,758 184,854

特別利益   

固定資産売却益 － 30

特別利益合計 － 30

特別損失   

固定資産除却損 87 －

特別損失合計 87 －

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（△）

△579,845 184,884

法人税、住民税及び事業税 4,358 3,929

法人税等調整額 291,828 67,598

法人税等合計 296,186 71,527

少数株主損益調整前四半期純利益 － 113,357

四半期純利益又は四半期純損失（△） △876,032 113,357
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△579,845 184,884

減価償却費 137,023 95,748

貸倒引当金の増減額（△は減少） △63,040 1,333

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,162 36,113

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,500 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,931 42,864

製品保証引当金の増減額（△は減少） △41,100 21,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 63,300 8,300

受取利息及び受取配当金 △1,362 △2,411

支払利息 19,317 26,966

売上債権の増減額（△は増加） 308,140 167,238

たな卸資産の増減額（△は増加） △538,052 79,091

未収消費税等の増減額（△は増加） △19,275 －

仕入債務の増減額（△は減少） △584,422 799,894

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,191 △2,140

その他 △55,515 △66,424

小計 △1,365,294 1,392,458

利息及び配当金の受取額 1,348 2,484

利息の支払額 △20,239 △25,471

法人税等の支払額 △31,367 △7,955

法人税等の還付額 8,651 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,406,901 1,361,515

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 △9,692 △33,753

定期預金の払戻による収入 30,000 104,149

有形固定資産の取得による支出 △2,659 △26,872

有形固定資産の売却による収入 － 927

無形固定資産の取得による支出 － △3,642

その他 △269 2,667

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,377 43,476

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 800,000

短期借入金の返済による支出 △250,000 △400,000

長期借入れによる収入 1,700,000 －

長期借入金の返済による支出 △20,500 △1,875,480

配当金の支払額 △73,988 △61,490

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,298 △16,206

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,339,213 △1,553,176

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,224 △4,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,086 △152,772

現金及び現金同等物の期首残高 1,161,611 2,596,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,119,525 2,443,530
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

    前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

   当社グループは真空応用装置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水晶デバイス製造装

置、光学用部品製造装置、電子部品製造装置等の開発、製造、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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

    

〔海外売上高〕 

  前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至る平成21年９月30日）  

  （注）１．国又は地域は、国別に区分しております。 

        ２．その他に属する主な国 

          韓国、フィリピン、マレーシア、香港、タイ、インドネシア、ニュージーランド等であります。 

        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。 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

   当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

   当社グループは、真空技術応用装置の製造・販売、構成部品・付属品の販売、修理を主な事業としており、

種類別に区分された事業ごとに包括的な事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

   したがって、当社グループは事業の種類を基礎とした事業セグメントから構成されており、「真空技術応用

装置事業」及び「サービス事業」の２つを報告セグメントとしております。 

    「真空技術応用装置事業」は業界別に水晶デバイス装置、光学装置、電子部品・その他装置を製造販売して

おります。「サービス事業」は主に真空技術応用装置の構成部品・付属品の販売及び修理を行っております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  中 国 台 湾 その他 計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  473,153  259,347  72,907  805,409   

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,131,286   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高  

  の割合（％） 
 22.2  12.2  3.4  37.8   
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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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

                                           （単位：千円） 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

 容（差額調整に関する事項）  

                                （単位：千円） 

   （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   

（追加情報） 

 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。 

   

 該当事項はありません。  

  

  真空技術応用装置事業  サービス事業  合計 

 売上高                  

  外部顧客への売上高        4,423,764          552,287       4,976,052

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  
        10,780            －          10,780

 計        4,434,544          552,287       4,986,832

 セグメント利益         552,830          105,394          658,225

 利益  金額 

 報告セグメント計          658,225

 のれんの償却額         △3,461

 全社費用（注）        △451,548

 四半期連結損益計算書の営業利益         203,214

（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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（１）生産、受注及び販売の状況  

①生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  （注）１．上記の金額は販売価格によっております。 

     ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

        

②受注状況 

 当第２四半期連結累計期間の受注状況を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。 

  

４．補足情報

 セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 
（千円）  

 前年同四半期比（％） 

 真空技術応用装置事業                  

  水晶デバイス装置             3,579,055             473.0

   光学装置                268,381             295.0

  電子部品装置              529,125              64.9

  その他装置              47,202              72.4

 真空技術応用装置事業計             4,423,764             256.0

 サービス事業     

  部品販売              434,430             220.1

  修理・その他              117,692              57.2

 サービス事業計              552,122             136.9

 合計             4,975,887             233.5

セグメントの名称  

当第２四半期連結累計期間 
 （自 平成22年４月１日 

   至 平成22年９月30日） 

 受注高（千円） 
前年同四半期比  

   （％） 
 受注残高（千円） 

前年同四半期比 

（％）  

 真空技術応用装置事業                  

  水晶デバイス装置      2,876,294       282.1      578,785         53.7

  光学装置      299,822        58.6      162,610        34.0

  電子部品装置      778,650       471.4     3,113,183        70.2

  その他装置      71,902        70.9       61,500        38.3

真空技術応用装置事業計     4,026,669       224.0     3,916,078        63.7

 サービス事業         

  部品販売      434,595       220.1         －         －

  修理・その他      117,692          57.2         －         －

サービス事業計      552,287       137.0         －         －

 合計      4,578,957       208.0     3,916,078        63.7
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③販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

     ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

 セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 
（千円）  

 前年同四半期比（％） 

 真空技術応用装置事業                  

  水晶デバイス装置           3,579,055             473.0

   光学装置               268,381              295.0

  電子部品装置            529,125              64.9

  その他装置            47,202              72.4

 真空技術応用装置事業計           4,423,764              256.0

 サービス事業     

  部品販売            434,595              220.1

  修理・その他            117,692              57.2

 サービス事業計            552,287              137.0

 合計           4,976,052              233.5
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