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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 46,245 12.5 743 ― 803 ― 485 ―

22年3月期 41,095 △16.2 △1,869 ― △1,611 ― △1,752 ―

（注）包括利益 23年3月期 301百万円 （―％） 22年3月期 △1,760百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 9.83 ― 2.8 1.5 1.6
22年3月期 △35.47 ― △9.8 △3.0 △4.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 54,250 17,492 32.2 353.98
22年3月期 52,658 17,109 32.4 345.39

（参考） 自己資本   23年3月期  17,492百万円 22年3月期  17,067百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △2,764 △457 484 3,352
22年3月期 4,439 △45 △2,681 6,117

2.  配当の状況 

（注） 平成24年３月期の配当につきましては、年間で4.00円を予想しています。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 98 20.3 0.6

24年3月期(予想) ― ― ― ― 4.00 22.0

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 26,000 15.2 300 51.8 300 10.1 100 ― 2.02
通期 54,000 16.8 1,300 74.9 1,300 61.7 900 85.3 18.21



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注） 詳細は、添付資料Ｐ19「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 51,926,194 株 22年3月期 51,926,194 株

② 期末自己株式数 23年3月期 2,511,297 株 22年3月期 2,510,308 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 49,415,600 株 22年3月期 49,416,606 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手
続きは終了しておりません。 

※ 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きま 
しては、添付資料Ｐ２「経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

1)業績全般について 

当連結会計年度における当社グループの事業環境として、液晶関連は大型テレビ用パネル関

連の設備は新規投資が延期されたものの、高機能携帯端末用などのタッチパネル関連の需要は

急速に伸び、期半ば以降設備投資が活発化しました。一方、半導体関連は各デバイスメーカの

投資が継続しました。また、太陽電池関連は中国市場を中心に徐々に引合いが活発化してきま

した。  

このような景況下で、当社グループは受注活動の強化、事業構造改善による固定費削減の実

施、標準化・リードタイム短縮などのコスト構造改革の実行による経営体質の強化に取り組ん

でまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高46,245百万円（前年同期比12.5％増）、営業

利益743百万円（前年同期は営業損失1,869百万円）、経常利益803百万円（前年同期は経常損失

1,611百万円）、当期純利益485百万円（前年同期は当期純損失1,752百万円）となりました。 

  

2)事業の種類別セグメントの業績について 

 主な事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

ファインメカトロニクス部門 

液晶パネル業界では、大型パネル向けの設備投資が期初計画からの遅れにより伸び悩みま

したが、期後半に入りスマートフォンやタブレットＰＣなどの需要拡大によりタッチパネル

用高精細・中小型パネル設備投資が活発化し、ウェットプロセス装置・セル組立装置などが

増加しました。 

一方、半導体業界では、ウエハプロセス工程装置の洗浄装置、マスク関連装置の商品開発

に注力し、市場への参入を図りました。  

この結果、当部門の売上高は22,513百万円、セグメント利益は608百万円となりました。 

  

メカトロニクスシステム部門 

期前半は液晶モジュール工程装置のアウターリードボンダ、期後半はディスプレイ真空貼

り合せ装置の受注・売上が増加し、好調に推移しました。 

半導体組立工程装置は新規顧客開拓に努め、規模拡大を図り、一定の成果を収めることが

できました。 

太陽電池分野は引合いが活発化してきました。 

光ディスク分野は期後半に受注が上向き、売上も増加しました。  

この結果、当部門の売上高は20,145百万円、セグメント利益は210百万円となりました。 

  

②次期の見通し 

業績全般に関する見通し 

次期につきましては、東日本大震災の影響から液晶パネル・半導体業界の今後の設備投資へ

の影響が懸念されます。また部品不足や電力供給不足なども懸念要因のひとつですが、事業へ

の影響を 小限とすべく対応を推進してまいります。 

液晶パネル市場は、スマートフォンやタブレットＰＣなどの中小型パネル用設備投資が引き

続き活発化すると見られ、売上、利益の伸長を図ります。一方、大型パネル用設備投資の見通

しは「投資の谷間」と見られておりますが、コア技術を生かしシェアの拡大や新製品の投入な

どを図ります。 

１．経営成績
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半導体市場は、設備投資規模はやや減少の見込みであるものの引き続き活発な状況が続くと

見られ、売上の維持・拡大を図ります。 

太陽電池市場は、製造装置への設備投資が徐々に拡大されると見られ、売上は増加する見込

です。 

光ディスク市場の設備投資は、若干復活の傾向にあり、売上は増加する見込みです。  

当社グループでは、「利益体質の維持向上」「成長の具現化」の基本方針のもと、液晶パネ

ル、半導体、太陽電池、光ディスクなどの重要分野、さらに成長分野へ事業領域の拡大を図

り、受注・売上の確実な達成に向けて取り組んでまいります。また、利益率の改善と固定費の

削減を行い、損益分岐点の引き下げを引き続き実行し、利益確保を図ってまいります。  

平成24年３月期の業績見通しとしては、売上高540億円、営業利益13億円、経常利益13億円、

当期純利益9億円を予想しております。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,591百万円増加し54,250百万円とな

りました。 

流動資産においては、前連結会計年度末に比べ2,737百万円増加し38,990百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が増加したことによります。 

また、固定資産においては、前連結会計年度末に比べ1,145百万円減少し15,260百万円となりま

した。これは主に、リース資産の減少及び有形固定資産が減価償却により減少したことによりま

す。 

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,209百万円増加し36,758百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金、短期借入金が増加したことによります。 

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ382百万円増加し17,492百万円とな

りました。これは主に、当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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

計年度末に比べ2,764百万円減少し3,352百万円となりました。 

当連結会計年度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） 

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は2,764百万円となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益の計上及び仕入債務の増加による資金の増加がありましたが、

売上債権の増加により資金が減少したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は457百万円となりました。これは主

に、ソフトウェアの取得により資金が減少したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は484百万円となりました。これは主

に、短期借入金の増加により資金が増加したことによります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により計算しております。 

（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使

用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけており、

業績に裏付けられた安定配当を維持していくことを基本方針としています。その実施につきまし

ては、当該期及び今後の業績を勘案して総合的に決定することとしています。また、内部留保に

ついては、今後の成長のための投資資金確保や継続的・安定的な自己資本の充実とし、更なる経

営基盤の強化と収益力の向上に注力していきます。 

当期剰余金の配当は、株主の皆様に利益還元を行い、安定配当を維持していくという基本方針

に則り、期末配当２円00銭、年間配当２円00銭とさせていただく予定です。 

次期剰余金の配当につきましては、現時点では、次期業績予想を基に、１株当たり４円00銭に

なるものと予想しています。 

(4）事業等のリスク 

近の有価証券報告書（平成22年６月22日提出）及び四半期報告書（平成22年８月11日提出）

における「事業等のリスク」から新たなリスクが顕在化していないので、開示を省略します。 

＊（注意事項） 

本決算短信で記載されている事項には、当社の将来についての計画、戦略や業績に関する見通

しの記述が含まれております。これらの記述は、現時点で把握可能な情報をもとに判断し作成し

たものです。当社グループのお客様であるエレクトロニクス分野においては、技術革新が早く競

争の激しい分野です。 

また、世界経済、エレクトロニクス分野の市況、多様なリスク、不確実性な要素により、当社

グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。 

したがいまして、実際の売上高、利益はこの決算短信に記載されている数値と異なる可能性が

あることをご承知おきください。 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％）  33.9  38.1  33.7  32.4  32.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 38.8  31.6  29.8  32.4  24.0

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 －  2.7  －  2.7  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 －  19.8  －  18.6  －
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当社グループは、当社、当社の子会社９社で構成され、グループが営んでいる主な事業は、フラ

ットパネルディスプレイ製造装置、半導体製造装置、レーザ応用装置、メディアデバイス製造装

置、自動販売機等の製造および販売であり、さらに保守サービスならびに工場建物等の維持管理等

の事業活動を展開しております。 

［事業系統図］ 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

なお、 近の有価証券報告書（平成22年６月22日提出）における「関係会社の状況」から重要な

変更がないため「関係会社の状況」の開示を省略しております。 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「すべてに革新を」「合理性の追求」「人間性の尊重」の企業行動理念のも

と、2011年中期経営計画の経営基本方針を「グローバル（アジアを中心とした新興国）で戦える

コスト力と成長の具現化」とし、株主価値向上を目指していきます。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループでは、収益力、資産効率、株主価値の向上を重視しております。経営指標として

ＲＯＳ（売上高営業利益率）、ＲＯＡ（総資産経常利益率）、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）

の向上を目指してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループでは現下の厳しい経営環境の中、変化の激しい液晶、半導体、光ディスク、真空

機器、電池等の事業環境や市場動向に迅速に対応しながら利益を確保するため、事業戦略を明確

にし、顧客の視点で課題をとらえ、業務プロセスを改善するための諸施策を着実に実行してまい

ります。 

基本施策として経営変革推進および成長事業の選択と集中を行います。経営変革推進として、

総固定費の圧縮、間接人員生産性向上、コストリダクション、総合リードタイムの短縮などを継

続して実施し、体質強化を図ります。また、成長事業の選択と集中として、既存事業分野でのシ

ェア拡大、新規事業の成長、マーケットの深耕などを実施し、売上拡大を図ります。  

(4) 会社の対処すべき課題 

2008年秋の米国発の金融危機に端を発した世界不況の影響を受け受注・売上が大きく落ち込

み、２期連続の損失を計上いたしました。その間、コスト構造改革を進め損益の悪化を 小限に

とどめるべく取り組み、コストリダクションによる利益率改善と固定費削減などコスト構造改革

は一定の成果をあげ、当連結会計年度は３期ぶりに利益を計上することができました。 

当社グループをとりまく事業環境は、円高の継続、製造（顧客）の海外移転、大震災の影響な

ど、あしもとの事業環境は不透明でありますが、利益体質の維持向上、成長のための具現化など

を図り、引き続き経営変革に取り組んでまいります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  6,167 ※2  3,390

受取手形及び売掛金 21,960 26,939

商品及び製品 ※5  2,424 ※5  2,138

仕掛品 ※5  4,447 ※5  4,226

原材料及び貯蔵品 229 314

繰延税金資産 932 1,071

未収入金 111 714

その他 85 254

貸倒引当金 △105 △60

流動資産合計 36,252 38,990

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,952 28,822

減価償却累計額 △16,325 △16,965

建物及び構築物（純額） 12,627 11,856

機械装置及び運搬具 1,183 976

減価償却累計額 △660 △786

機械装置及び運搬具（純額） 523 190

工具、器具及び備品 324 366

減価償却累計額 △287 △316

工具、器具及び備品（純額） 36 50

土地 164 119

リース資産 2,392 1,751

減価償却累計額 △1,097 △1,075

リース資産（純額） 1,294 676

建設仮勘定 40 517

有形固定資産合計 14,686 13,410

無形固定資産   

のれん 22 49

特許権 164 205

リース資産 203 121

その他 82 414

無形固定資産合計 473 790

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  219 ※1  203

長期貸付金 2 1

破産更生債権等 141 0

長期前払費用 10 11

前払年金費用 343 319

繰延税金資産 308 180

その他 362 343

貸倒引当金 △141 △1

投資その他の資産合計 1,246 1,059

固定資産合計 16,406 15,260

資産合計 52,658 54,250
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,915 11,992

短期借入金 ※2  6,734 ※2  7,705

1年内返済予定の長期借入金 － 3,200

リース債務 638 380

未払法人税等 132 201

未払費用 2,251 2,626

前受金 818 435

役員賞与引当金 － 34

受注損失引当金 ※5  398 ※5  119

資産除去債務 － 11

その他 550 393

流動負債合計 22,440 27,100

固定負債   

長期借入金 3,700 500

リース債務 882 439

長期未払金 26 21

退職給付引当金 5,067 5,211

役員退職慰労引当金 33 23

修繕引当金 376 406

資産除去債務 － 31

長期預り保証金 3,022 3,022

固定負債合計 13,108 9,657

負債合計 35,549 36,758

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,761 6,761

資本剰余金 10,738 9,995

利益剰余金 1,197 2,426

自己株式 △1,719 △1,719

株主資本合計 16,978 17,463

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 50 30

為替換算調整勘定 38 △1

その他の包括利益累計額合計 89 28

少数株主持分 41 －

純資産合計 17,109 17,492

負債純資産合計 52,658 54,250

芝浦メカトロニクス㈱ (6590) 平成23年3月期決算短信

- 8 -



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 41,095 46,245

売上原価 ※2, ※3, ※4  33,749 ※2, ※3, ※4  35,895

売上総利益 7,345 10,350

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  9,215 ※1, ※2  9,607

営業利益又は営業損失（△） △1,869 743

営業外収益   

受取利息及び配当金 49 34

受取賃貸料 105 115

負ののれん償却額 39 39

助成金収入 266 －

貸倒引当金戻入額 － 135

その他 170 85

営業外収益合計 631 411

営業外費用   

支払利息 242 177

支払手数料 65 51

固定資産廃棄損 5 6

為替差損 － 10

その他 60 103

営業外費用合計 373 350

経常利益又は経常損失（△） △1,611 803

特別利益   

負ののれん発生益 － 34

特別利益合計 － 34

特別損失   

災害による損失 － 16

事業構造改善費用 － 172

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 46

特別損失合計 － 234

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,611 603

法人税、住民税及び事業税 183 252

法人税等調整額 16 △11

法人税等合計 199 241

少数株主損益調整前当期純利益 － 362

少数株主損失（△） △58 △123

当期純利益又は当期純損失（△） △1,752 485
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 362

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △20

為替換算調整勘定 － △40

その他の包括利益合計 － ※2  △61

包括利益 － ※1  301

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 343

少数株主に係る包括利益 － △41
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,761 6,761

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,761 6,761

資本剰余金   

前期末残高 10,738 10,738

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

資本剰余金の取崩 － △742

当期変動額合計 △0 △742

当期末残高 10,738 9,995

利益剰余金   

前期末残高 2,950 1,197

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,752 485

資本剰余金の取崩 － 742

当期変動額合計 △1,752 1,228

当期末残高 1,197 2,426

自己株式   

前期末残高 △1,719 △1,719

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 △1,719 △1,719

株主資本合計   

前期末残高 18,731 16,978

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,752 485

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1,753 485

当期末残高 16,978 17,463
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 23 50

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26 △20

当期変動額合計 26 △20

当期末残高 50 30

為替換算調整勘定   

前期末残高 15 38

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 △40

当期変動額合計 23 △40

当期末残高 38 △1

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 38 89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 50 △61

当期変動額合計 50 △61

当期末残高 89 28

少数株主持分   

前期末残高 100 41

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58 △41

当期変動額合計 △58 △41

当期末残高 41 －

純資産合計   

前期末残高 18,870 17,109

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,752 485

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7 △102

当期変動額合計 △1,760 382

当期末残高 17,109 17,492
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,611 603

減価償却費 1,934 1,765

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 46

負ののれん償却額 △39 △39

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17 △184

退職給付引当金の増減額（△は減少） 205 167

受取利息及び受取配当金 △49 △34

支払利息 242 177

有形固定資産廃棄損 0 4

有形固定資産売却損益（△は益） 0 7

為替差損益（△は益） △25 18

前受金の増減額（△は減少） △311 △369

売上債権の増減額（△は増加） △3,409 △4,865

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,589 △13

仕入債務の増減額（△は減少） 963 1,300

未払消費税等の増減額（△は減少） 54 9

その他 1,104 △1,097

小計 4,665 △2,501

利息及び配当金の受取額 49 34

利息の支払額 △239 △178

法人税等の支払額 △36 △118

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,439 △2,764

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 △14 △9

定期預金の払戻による収入 4 19

有形固定資産の取得による支出 △105 △123

有形固定資産の売却による収入 99 94

ソフトウエアの取得による支出 － △364

その他 △29 △73

投資活動によるキャッシュ・フロー △45 △457

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） 1,401 976

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △778 △605

長期借入れによる収入 500 －

長期借入金の返済による支出 △3,804 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

少数株主からの払込みによる収入 － 113

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,681 484

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,732 △2,764

現金及び現金同等物の期首残高 4,384 6,117

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  6,117 ※1  3,352
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該当事項はありません。 

  

（5）継続企業の前提に関する注記

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数及び連結子会社名 

８社……芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 

芝浦プレシジョン㈱ 

芝浦エンジニアリング㈱ 

芝浦ハイテック㈱ 

台湾芝浦先進科技(股) 

韓国芝浦メカトロニクス㈱ 

芝浦機電（上海）有限公司 

(1）連結子会社の数及び連結子会社名 

８社……芝浦エレテック㈱ 

芝浦自販機㈱ 

芝浦プレシジョン㈱ 

芝浦エンジニアリング㈱ 

芝浦ハイテック㈱ 

台湾芝浦先進科技(股) 

韓国芝浦メカトロニクス㈱ 

芝浦機電（上海）有限公司 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

 芝浦テクノロジー・インターナ

ショナル・コーポレーション 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

 芝浦テクノロジー・インターナ

ショナル・コーポレーション 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社合計の総資産、売上

高、純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしておりませんので連結の範囲から

除いております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事項  持分法を適用していない非連結子会社

（芝浦テクノロジー・インターナショナ

ル・コーポレーション）は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲から除

いております。 

        同左 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社のうち、台湾芝浦先進科技

(股)、韓国芝浦メカトロニクス㈱、芝浦

機電（上海）有限公司の決算日は、12月

31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については連

結上必要な調整を行っております。 

 なお、その他の連結子会社の決算日

は、連結決算日と一致しております。 

        同左  

４．会計処理基準に関する事項     

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用してお

ります。 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

時価のないもの 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (ロ)デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

(ロ)デリバティブ 

同左 

  (ハ)たな卸資産 

製品、商品及び原材料 

 主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。  

(ハ)たな卸資産 

製品、商品及び原材料 

同左   

  半製品及び仕掛品 

 主として個別法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。 

半製品及び仕掛品 

同左  

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(イ)有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定率法を採用しておりま

す。 

ただし、第86期取得の研究開発棟等

及び平成10年４月１日以降取得した建

物（建物附属設備を除く）については

定額法を採用しております。 

また、在外連結子会社については、

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物   ３～60年 

機械装置及び運搬具 ２～17年 

(イ)有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  (ロ)無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

ただし、自社利用分のソフトウェア

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

(ロ)無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (ハ)リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。  

(ハ)リース資産 

 同左   

(3）重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

  (ロ)役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるため、当連

結会計年度における支給見込額を計上

しております。 

(ロ)役員賞与引当金 

       同左 

  (ハ)受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失に備える

ため、当連結会計年度末における受注

契約に係る損失見込額を計上しており

ます。 

(ハ)受注損失引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (ニ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）による定

額法により、それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしてお

ります。 

(ニ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）による定

額法により、それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしてお

ります。  

  （会計方針の変更）  

 当連結会計年度より、「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）」（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用しておりま

す。 

 なお、これによる営業損失、経常

損失及び税金等調整前当期純損失に

与える影響はありません。  

  

  (ホ)役員退職慰労引当金 

 国内連結子会社は、役員の退職慰

労金支給に充てるため、内規による

必要額を計上しております。 

（追加情報） 

 当社は、役員の退職慰労金支給に

充てるため、内規による必要額を計

上しておりましたが、平成21年６月

18日開催の定時株主総会において、

役員退職慰労金制度の廃止を決議い

たしました。 

 これに伴い、役員退職慰労引当金

26百万円を取崩し、固定負債の「長

期未払金」に含めて表示しておりま

す。  

(ホ)役員退職慰労引当金 

 国内連結子会社は、役員の退職慰

労金支給に充てるため、内規による

必要額を計上しております。 

  

  (ヘ)修繕引当金 

 第86期連結会計年度取得の研究開発

棟について、将来実施する修繕に係る

支出に備えるため、支出見積額を支出

が行われる年度に至るまでの期間に配

分計上しております。 

(ヘ)修繕引当金 

同左 

(4) 重要な収益及び費用の計

上基準  

売上高及び売上原価の計上基準  

(イ) 当連結会計年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる

工事  

   工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法）  

売上高及び売上原価の計上基準  

(イ) 当連結会計年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる

工事  

   工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法）  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (ロ) その他の工事 

   工事完成基準 

（会計方針の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準に

ついては、従来、工事完成基準を適

用しておりましたが、当連結会計年

度より、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19

年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第18号 平成19年12月

27日）を適用し、当連結会計年度に

着手した工事契約から、当連結会計

年度末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事について

は工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他の工

事については工事完成基準を適用し

ております。 

 なお、当第３四半期以降海外向け

の受注が拡大し、据付・調整作業に

かかる期間が長期化しており、今後

もその傾向が継続すると見込まれる

ことから、当第４四半期において原

価管理体制を見直し、工事進行基準

を適用しうる要件が整備されたこと

から、工事進行基準を適用しており

ます。   

 これにより、売上高は5,654百万円

増加し、営業損失、経常損失及び税

金等調整前当期純損失が827百万円減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。  

(ロ) その他の工事 

   工事完成基準 

  

(5) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。  

 なお、在外子会社等の資産及び負債

は、在外子会社等の決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び費用は

在外子会社等の期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少数株主持分に

含めて計上しております。  

同左  

(6)重要なヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法  

 金利スワップについては特例処理の

要件を満たしているので、特例処理を

採用しております。  

(イ)ヘッジ会計の方法  

 同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象  

 ヘッジ手段…金利スワップ  

 ヘッジ対象…借入金の利息 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象  

同左 

  (ハ)ヘッジ方針  

 借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており

ます。  

(ハ)ヘッジ方針  

同左  

  (ニ）ヘッジ有効性評価の方法  

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため、有効性の判定を省略

しております。    

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法  

同左 

(7) 負ののれんの償却方法及

び償却期間  

──────  負ののれんの償却については、その効

果の発現する期間（５年）で均等償却し

ております。 

(8) 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲  

──────  手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

(9）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

(イ) 消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。 

(イ)消費税等の会計処理方法 

同左 

  ────── (ロ)連結納税制度の適用  

 当社及び一部の連結子会社は、平成

24年３月期より連結納税制度の適用を

受けることについて、国税庁長官の承

認を受けました。また、当連結会計年

度より「連結納税制度を適用する場合

の税効果会計に関する当面の取扱い(そ

の１)」（実務対応報告第５号）及び

「連結納税制度を適用する場合の税効

果会計に関する当面の取扱い(その

２)」（実務対応報告第７号）に基づ

き、連結納税制度の適用を前提とした

会計処理及び表示をしております。  

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

────── 

６．負ののれんの償却に関する

事項 

 負ののれんの償却については、その効

果の発現する期間（５年）で均等償却し

ております。 

────── 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

────── 
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（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────  

  

  

  

  

  

  

  

  

────── 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益

はそれぞれ5百万円減少し、税金等調整前当期純利益は

51百万円減少しております。 

  

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「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）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。   

（8）表示方法の変更

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「支払手数料」は、営業外費用

の100分の10を超えたため区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「支払手数料」は、20百万円で

あります。   

（連結損益計算書） 

１ 当連結会計年度より、「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

基づき、「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）を適用し、「少数株主損益

調整前当期純利益」の科目で表示しております。  

２ 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」は、

営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記

しております。なお、前連結会計年度の「貸倒引当金

戻入額」は３百万円であります。 

３ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「助成

金収入」（当連結会計年度は１百万円）は、営業外収

益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益

の「その他」に含めて表示することにしました。 

（9）追加情報

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。  
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（10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式） 百万円52 投資有価証券（株式） 百万円52

※２ 担保に供している資産    ※２ 担保に供している資産    

資産の種類 金額

現金及び預金 百万円 7

  ( 百万WON) 100

資産の種類 金額

現金及び預金 百万円 54

  ( 百万WON) 760

上記の現金及び預金は、在外連結子会社の借入金等

の包括担保に供しております。 

上記の現金及び預金は、在外連結子会社の借入金等

の包括担保に供しております。 

 ３ 偶発債務 

債務保証 

当社の従業員の住宅資金借入金に対する債務保証 

  

従業員  百万円32

保証債務計  百万円32

 ３ 偶発債務 

債務保証 

当社の従業員の住宅資金借入金に対する債務保証 

  

従業員  百万円27

保証債務計  百万円27

 ４ 当社は、資金調達の安定化及び効率化を図るため、

平成20年３月31日付けで取引銀行７行と総額 億

円、契約期間３年の特定融資枠契約（シンジケーショ

ン方式によるコミットメントライン）を締結しており

ます。 

100

 ４ 当社は、資金調達の安定化及び効率化を図るため、

平成23年３月31日付けで取引銀行７行と総額 億

円、契約期間３年の特定融資枠契約（シンジケーショ

ン方式によるコミットメントライン）を締結しており

ます。 

100

特定融資枠契約の総額 百万円10,000

当連結会計年度末借入実行残高 百万円－

当連結会計年度末未使用枠残高 百万円10,000

  

特定融資枠契約の総額 百万円10,000

当連結会計年度末借入実行残高 百万円1,200

当連結会計年度末未使用枠残高 百万円8,800

※５ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と受注

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

す。損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資

産のうち、受注損失引当金に対応する額は1,345百万

円（うち、商品及び製品206百万円、仕掛品1,139百万

円）であります。    

※５ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と受注

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

す。損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資

産のうち、受注損失引当金に対応する額は 百万円

（うち、商品及び製品 百万円、仕掛品 百万円）

であります。    

303

101 201
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目と金額は

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目と金額は

次のとおりであります。 

荷造費発送費         百万円100

販売手数料     38

広告宣伝費      9

従業員給与及び手当  4,909

貸倒引当金繰入額     26

退職給付引当金繰入額    499

役員退職慰労引当金繰入額     15

減価償却費    713

賃借料    259

研究開発費  2,190

荷造費発送費   百万円160

販売手数料     278

広告宣伝費      17

従業員給与及び手当  5,324

貸倒引当金繰入額     8

退職給付引当金繰入額    483

役員退職慰労引当金繰入額     6

減価償却費    847

賃借料    196

研究開発費  2,109

※２ 販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含まれ

る研究開発費は、 百万円であります。 2,192

※２ 販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含まれ

る研究開発費は、 百万円であります。 2,110

※３  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

                百万円  141

※３  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

                百万円  141

※４ 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 

                  百万円 398

※４ 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 

                  百万円 119

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 百万円△1,702

少数株主に係る包括利益  △58

計  △1,760

その他有価証券評価差額金 百万円26

為替換算調整勘定   23

計  50
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。    

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

    

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

 該当事項はありません。 

  

(２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末

株式数 
（千株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（千株） 

当連結会計年度
減少株式数 
（千株） 

当連結会計年度末
株式数 
（千株） 

発行済株式         

普通株式  51,926  －  －  51,926

合計  51,926  －  －  51,926

自己株式         

普通株式（注）  2,509  1  0  2,510

合計  2,509  1  0  2,510

  
前連結会計年度末

株式数 
（千株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（千株） 

当連結会計年度
減少株式数 
（千株） 

当連結会計年度末
株式数 
（千株） 

発行済株式         

普通株式  51,926  －  －  51,926

合計  51,926  －  －  51,926

自己株式         

普通株式（注）  2,510  0  －  2,511

合計  2,510  0  －  2,511

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日

平成23年６月22日 

定時株主総会 
普通株式  98 利益剰余金  2.0 平成23年３月31日 平成23年６月６日

芝浦メカトロニクス㈱ (6590) 平成23年3月期決算短信

- 22 -



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 百万円6,167

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
百万円△50

現金及び現金同等物 百万円6,117

現金及び預金勘定 百万円3,390

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
百万円△38

現金及び現金同等物 百万円3,352

 ２．重要な非資金取引の内容  

   当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 百

万円であります。 

181

 ２．重要な非資金取引の内容  

   当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 百万

円であります。 

35

芝浦メカトロニクス㈱ (6590) 平成23年3月期決算短信

- 23 -



 （注）１．事業区分の方法は、社内管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主要な事業内容 

①ファインメカトロニクス  フラットパネルディスプレイ製造装置（洗浄装置、剥離装置、エッチング装

置、現像装置、配向膜インクジェット塗布装置、セル組立装置、アウターリ

ードボンディング装置）、半導体製造装置（洗浄装置、エッチング装置、ア

ッシング装置、ダイボンディング装置、インナーリードボンディング装置、

フリップチップボンディング装置、半導体検査装置）、鉄道線路保守用機器

等 

②電子・真空機器      レーザ応用装置、マイクロ波応用装置、メディアデバイス製造装置（スパッ

タリング装置、真空貼り合せ装置）、産業用真空蒸着装置、二次電池製造装

置、精密部品製造装置、その他自動化機器、真空ポンプ等 

③流通機器システム     自動販売機、自動券売機等 

④不動産賃貸        不動産賃貸及び管理業務等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の329百万円は、当社の研究開発費のうち全

社共通に係る要素開発費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,713百万円であり、その主なものは、当社での

余資運転資金（現金及び有価証券）及び繰延税金資産であります。 

５．減価償却費には長期前払費用等に係る償却費が含まれております。 

６．会計方針の変更 

（工事契約に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（4）に記載のとおり、当連結会計年度より

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べて、売上高がファインメカトロニクスで5,285百万円、電子・真空

機器で369百万円増加し、営業損失は、ファインメカトロニクスで830百万円減少し、電子・真空機器で2

百万円増加しております。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

  

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

ファインメカ
トロニクス 
（百万円） 

電子・真空
機器 

（百万円） 

流通機器
システム 

（百万円） 

不動産賃貸
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  34,044  3,413  1,818  1,819  41,095  －  41,095

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 10  117  －  －  128  (128)  －

計  34,054  3,531  1,818  1,819  41,223  (128)  41,095

営業費用  34,356  5,031  2,104  1,272  42,764  201  42,965

営業利益又は営業損失（△）  △301  △1,499  △285  546  △1,540  (329)  △1,869

Ⅱ 資産・減価償却費・減損損失及

び資本的支出 
              

資産  31,247  6,114  1,923  7,660  46,945  5,713  52,658

減価償却費  1,028  256  71  578  1,934  －  1,934

資本的支出  684  139  15  6  847  －  847
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

    北東アジア……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は329百万円であり、その主なもの

は、当社の研究開発のうち全社共通に係る要素開発費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、5,713百万円であり、その主なものは、当社

での余資運転資金（現金及び有価証券）及び繰延税金資産であります。 

５．会計方針の変更 

（工事契約に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（4）に記載のとおり、当連結会計年度より

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べて、売上高が日本で5,654百万円増加し、営業損失が日本で827百万

円減少しております。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．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。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

①北東アジア………台湾、大韓民国、中華人民共和国 

②その他の地域……ハンガリー、ポーランド 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
 日本 

  （百万円） 
北東アジア
 （百万円）  

計
 （百万円） 

消去又は全社  
 （百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1)外部顧客に対する売上高     40,379    715      41,095  －  41,095

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高   
   306    962    1,268       (1,268)    －

計     40,686    1,677    42,363    (1,268)    41,095

営業費用     42,501    1,402    43,903    (938)    42,965

営業利益又は営業損失 （△）    △1,815    275    △1,540    (329)    △1,869

Ⅱ 資産     46,310    635    46,945    5,713    52,658

ｃ．海外売上高

  北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  13,901  1,748  15,649

Ⅱ 連結売上高（百万円）      41,095

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 33.8  4.3  38.1
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日  至 平成23年３月31日） 

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およ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す。 

 当社は、製品・サービス別の事業部制を採用し、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内お

よび海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ファイン

メカトロニクス」、「メカトロニクスシステム」、「流通機器システム」および「不動産賃貸」の４つを

報告セグメントとしております。 

 「ファインメカトロニクス」は、フラットパネルディスプレイ製造装置のウェットプロセス装置、セル

組立装置、半導体製造装置のウェーハプロセス工程装置を生産しております。「メカトロニクスシステ

ム」は、フラットパネルディスプレイ製造装置のモジュール工程装置、半導体製造装置の組立工程装置、

光ディスク製造装置、真空応用装置、レーザ応用装置、電池製造装置などを生産しております。「流通機

器システム」は、自動販売機、自動券売機等を生産しております。「不動産賃貸」は、他社にオフィスビ

ルを賃貸しております。  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。  

 報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は、第三者間取引価格に基づいています。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

   当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 （単位：百万円）

    

ｄ．セグメント情報

  

  

報告セグメント    

  

合計  

  

ファインメカ

トロニクス 

メカトロニク

スシステム 

流通機器  

システム 
不動産賃貸 

 売上高           

  外部顧客への売上高       22,513      20,145        1,790        1,796

  

      

    

46,245

 セグメント間の内部  

売上高又は振替高 
           17          192          －          －         209

 計 

  

       

  

22,530

  

       

  

20,337       1,790        1,796

  

       

  

46,455

 セグメント利益又はセグ 

 メント損失（△） 
        608         210        △245          814        1,388

 セグメント資産       21,862       20,928

      

       

  

1,532        7,384         51,707

 その他の項目           

  減価償却費          905          420           77           361        1,765

  のれんの償却額          12          －          －          －          12

  負ののれんの償却額          39          －          －          －          39

  受取利息            6            0            0          －           6

  支払利息            6             8             2          －           17

  有形固定資産及び無形 

  固定資産の増加額  
         529           566           23           34        1,153
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

 （単位：百万円）

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用で

あります。 

（注）全社資産は報告セグメントに帰属しない当社での現金及び預金、投資有価証券および繰延税金資産

であります。 

   

  

セグメント利益 金額 

 報告セグメント計                      1,388

 全社費用（注）                     △498

 その他                      △85

 連結財務諸表の経常利益                        803

セグメント資産 金額 

 報告セグメント計                                          51,707

 配分していない全社資産（注）                                           2,542

 連結財務諸表の資産合計                        54,250

その他の項目 報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

 減価償却費           1,765            －           1,765

 のれんの償却額             12            －            12

 負ののれんの償却額             39            －            39

 受取利息              6              1              7

 支払利息             17            159            177

 有形固定資産及び無形 

 固定資産の増加額  
          1,153            －           1,153
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当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

   セグメント情報に同様の記載を開示しているため、記載を省略しております。 

   

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（単位：百万円）

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

(2）有形固定資産 

（単位：百万円）

  

３．主要な顧客ごとの情報 

     主要な顧客の区分の外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結売上高で連結損益計算

  書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。   

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。   

  

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）   

                                        （単位：百万円）

   

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 重要性がないため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 当連結会計年度より、「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。  

  

ｅ．関連情報

 日本 北東アジア その他 合計 

                22,468                 21,799                  1,977                 46,245

 日本  北東アジア  合計 

                       13,074                           335                        13,410

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの未償却残高に関する情報

  
ファイン 

メカトロニクス 

メカトロニクス

システム  

流通機器 

システム 
不動産賃貸 合計 

 当期末残高        49       －        －        －        49

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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（注）１株当たり当期純利益金額及び１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション、税効果会計、資産除

去債務、賃貸等不動産、関連当事者情報等に関する注記事項については、ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載

を省略しております。 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり純資産額（円）  345.39  353.98

１株当たり当期純利益金額及び１株当たり当期

純損失金額（△）（円） 
 △35.47  9.83

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

（円） 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益及び当期純損失（△）（百万円）  △1,752  485

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益及び当期純損失

（△）（百万円） 
 △1,752  485

期中平均株式数（千株）  49,416  49,415

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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