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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 2,630 △16.5 △143 ― △133 ― △151 ―

21年3月期第3四半期 3,148 ― △74 ― △118 ― △474 ―

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 △19.59 ―

21年3月期第3四半期 △61.08 ―

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 7,511 4,584 61.0 592.21
21年3月期 7,299 4,726 64.8 610.61

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,584百万円 21年3月期  4,726百万円

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
22年3月期 ― ― ―

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  有  
 

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 3,690 2.6 △70 ― △70 ― △92 ― △11.91
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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） 

（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 

  平成21年11月６日発表の連結業績予想を修正しております。上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
  上記予想に関する事項は、添付資料の４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 7,800,000株 21年3月期  7,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  58,800株 21年3月期  58,800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 7,741,200株 21年3月期第3四半期 7,765,733株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡に加え、国内外の景気対策効果

や企業のコスト削減努力により 悪期を脱し、緩やかな回復基調となりましたが、雇用情勢の悪化や

円高・デフレ等の懸念要因が深刻化し、二番底のリスクを抱え予断を許さない環境で推移しました。  

 半導体業界におきましては、各国政府の消費刺激策が寄与し、パソコンやデジタル家電など個人向

け製品の需要増が新興国を中心に堅調に推移し、主要部品の価格が底入れから反発に転じました。ま

た、11月の世界半導体売上高が１年２ヶ月ぶりに前年実績を上回るなど回復基調を裏付ける展開とな

りました。 

 このような環境下、半導体製造装置に使われる当社グループ製品への引き合いは第２四半期に引き

続き好調に推移し、10月～12月の受注額は直前の四半期（７月～９月）と比較して7.6％増加して

1,287百万円（前年同期比93.0％増）となりました。  

 ４月～12月累計の売上高は前年同期比16.5％減少して2,630百万円となりましたが、10月～12月の売

上は直前の四半期（７月～９月）と比較して24.2％増加して1,121百万円（前年同期比36.3％増）と順

調に推移しました。 

 一方、営業損益は売上高の増加や固定費の削減効果により、直近の四半期（７月～９月）の23百万

円の損失から、10月～12月は31百万円と黒字に転換し、４月～12月累計では143百万円の損失となりま

したが赤字幅は縮小しました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は1,121百万円(前年同期比36.3％増)、営業利益31百

万円(前年同期は営業損失64百万円)、経常利益15百万円(前年同期は経常損失82百万円)、四半期純利

益６百万円(前年同期は四半期純損失158百万円)となりました。 

 また、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,630百万円(前年同期比16.5％減)、営業損失143百万

円(前年同期は営業損失74百万円)、経常損失133百万円(前年同期は経常損失118百万円)、四半期純損

失151百万円(前年同期は四半期純損失474百万円)となりました。  

  

  

受注並びに製品別の売上状況  

 当第３四半期連結会計期間の受注高は1,287百万円（前年同期比93.0％増）、受注残高は1,116百万

円（同83.1％増）となりました。また、当第３四半期連結累計期間の受注高は3,273百万円（前年同期

比21.6％増）となっております。  

 当第３四半期連結会計期間の売上高は石英製品が700百万円（前年同期比13.1％増）、シリコン製品

はアジア地域からの受注が引き続き好調で373百万円（同163.0％増）の売上となり、半導体製造装置

用製品全体では1,073百万円（同41.1％増）となりました。また、理化学機器用製品は19百万円（同

18.1％減）となり、電化製品その他は28百万円（同24.7％減）となりました。 

 また、当第３四半期連結累計期間の売上高は石英製品が1,617百万円（前年同期比34.1％減）、シリ

コン製品は888百万円（同76.7％増）となり、半導体製造装置用製品全体では2,505百万円（同15.3％

減）となりました。また、理化学機器用製品は55百万円（同24.3％減）となり、電化製品その他は68

百万円（同40.9％減）となっております。  

  

 【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の残高は、前連結会計年度末に比べ212百万円増加し

7,511百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の359百万円、受取手形及び売掛金の291百万

円の増加と、製品などのたな卸資産が210百万円、建物及び構築物などの有形固定資産が197百万円

減少したこと等であります。  

 負債合計は前連結会計年度末に比べ354百万円増加し2,926百万円となりました。主な要因は、支

払手形及び買掛金が135百万円、未払費用、前受金が含まれる「その他」が131百万円の増加し、短

期借入金が311百万円増加する一方で長期借入金が184百万円減少したこと等であります。  

 純資産は前連結会計年度末に比べ142百万円減少し4,584百万円となりました。主な要因は利益剰

余金が151百万円減少したこと等であります。  

  

 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は、前連結会計年度末の640百万円から

161百万円増加し802百万円となりました。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・フローは、税金等調整前四半期純損失147百万円の計上、減価償却費

255百万円、売上債権の増加額291百万円、たな卸資産の減少額210百万円、仕入債務の増加額174百

万円などにより311百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出495百万円、定期預金の払戻に

よる収入298百万円、有形固定資産の取得による支出102百万円などにより270百万円の支出となりま

した。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額236百万円、長期借入金の返済による

支出107百万円などにより119百万円の収入となりました。  

  

 業績予想につきましては、第３四半期累計期間の業績及び足元の受注状況等を勘案し、平成21年11

月６日発表の予想数値を変更しております。詳細は本日公表いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご覧ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

   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し

て算定する方法によっております。 
  

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。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

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)

(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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 該当事項はありません。 

  

 当社グループには前連結会計年度から「売上高の著しい減少」及び「継続的な営業損失の発生」

という重要事象等が存在しておりました。そのため、それら事象等を解消するための対応を行い、

継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないことを記載してまいりましたが、当期に入り

受注は急速に回復し、その後も順調であります。受注増加に伴い、売上高も増加し、固定費の削減

効果もあって８月以降は営業利益を確保できる体制となりました。 

 また、現状の受注環境などから、今後も採算ラインを上回る売上高を確保できるものと思われる

こと、さらには資金繰りも安定しており、第２四半期連結会計期間末まで存在していた継続企業の

前提に関する重要な疑義は解消されております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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 1,467,164 1,107,951

受取手形及び売掛金 1,189,013 897,291

製品 173,022 317,387

仕掛品 426,985 400,046

原材料及び貯蔵品 416,510 509,153

その他 37,938 44,054

貸倒引当金 △3,629 △3,905

流動資産合計 3,707,005 3,271,978

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,398,029 1,478,250

機械装置及び運搬具（純額） 1,000,739 1,091,637

土地 1,068,870 1,068,870

リース資産（純額） 83,087 91,230

建設仮勘定 4,310 17,246

その他（純額） 33,586 38,667

有形固定資産合計 3,588,622 3,785,901

無形固定資産 38,947 42,234

投資その他の資産   

その他 191,365 213,493

貸倒引当金 △14,640 △14,540

投資その他の資産合計 176,725 198,953

固定資産合計 3,804,295 4,027,089

資産合計 7,511,301 7,299,067
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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 358,458 222,555

短期借入金 1,030,900 719,025

リース債務 12,498 12,498

未払法人税等 7,321 8,830

賞与引当金 23,555 33,814

その他 200,725 68,873

流動負債合計 1,633,459 1,065,597

固定負債   

長期借入金 1,137,321 1,321,687

リース債務 79,409 88,783

退職給付引当金 53,311 66,745

役員退職慰労引当金 22,220 27,993

その他 1,144 1,378

固定負債合計 1,293,408 1,506,588

負債合計 2,926,867 2,572,186

純資産の部   

株主資本   

資本金 829,350 829,350

資本剰余金 1,015,260 1,015,260

利益剰余金 2,818,805 2,970,492

自己株式 △32,275 △32,275

株主資本合計 4,631,141 4,782,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,222 △4,979

為替換算調整勘定 △52,929 △50,967

評価・換算差額等合計 △46,707 △55,947

純資産合計 4,584,434 4,726,881

負債純資産合計 7,511,301 7,299,067
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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 3,148,128 2,630,016

売上原価 2,524,113 2,177,192

売上総利益 624,015 452,823

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 182,474 147,952

賞与引当金繰入額 5,225 8,175

役員退職慰労引当金繰入額 5,722 5,370

退職給付費用 26,019 3,827

貸倒引当金繰入額 14,005 －

その他 465,115 431,413

販売費及び一般管理費合計 698,562 596,738

営業損失（△） △74,547 △143,914

営業外収益   

受取利息 2,109 1,142

受取配当金 2,074 1,060

受取保険金 6,454 22,932

助成金収入 － 15,532

その他 4,526 4,186

営業外収益合計 15,165 44,856

営業外費用   

支払利息 25,503 23,900

為替差損 21,135 1,961

その他 12,199 8,996

営業外費用合計 58,838 34,857

経常損失（△） △118,220 △133,916

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 172

特別利益合計 － 172

特別損失   

固定資産売却損 261 －

固定資産除却損 597 4,919

投資有価証券評価損 16,060 3,921

割増退職金 － 3,461

たな卸資産評価損 273,272 －

その他 2,000 1,000

特別損失合計 292,191 13,303

税金等調整前四半期純損失（△） △410,412 △147,047

法人税、住民税及び事業税 5,565 4,873

法人税等調整額 58,394 △233

法人税等合計 63,960 4,639

四半期純損失（△） △474,372 △151,687
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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損失（△） △410,412 △147,047

減価償却費 281,050 255,553

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,999 △176

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,864 △10,259

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,461 △13,433

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,577 △5,772

受取利息及び受取配当金 △4,184 △2,203

支払利息 25,503 23,900

為替差損益（△は益） △589 △5,262

割増退職金 － 3,461

固定資産売却損益（△は益） 261 －

固定資産除却損 597 4,919

投資有価証券評価損益（△は益） 16,060 3,921

売上債権の増減額（△は増加） 186,202 △291,970

たな卸資産の増減額（△は増加） 439,081 210,531

仕入債務の増減額（△は減少） △73,067 174,411

その他 △18,245 143,428

小計 426,277 344,003

利息及び配当金の受取額 3,746 1,639

利息の支払額 △21,029 △23,880

割増退職金の支払額 － △3,461

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 8,381 △6,729

営業活動によるキャッシュ・フロー 417,375 311,570

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 △259,000 △495,400

定期預金の払戻による収入 248,000 298,000

有形固定資産の取得による支出 △50,643 △102,246

有形固定資産の売却による収入 268 －

無形固定資産の取得による支出 － △131

投資有価証券の取得による支出 △1,620 △1,553

貸付けによる支出 － △800

貸付金の回収による収入 515 555

その他 △2,504 30,634

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,986 △270,942

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） 94,267 236,832

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △357,733 △107,757

自己株式の取得による支出 △30,332 －

リース債務の返済による支出 － △9,374

配当金の支払額 △77,782 △401

財務活動によるキャッシュ・フロー △171,580 119,299

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,783 1,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 175,025 161,813

現金及び現金同等物の期首残高 250,129 640,351

現金及び現金同等物の四半期末残高 425,155 802,164
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該当事項はありません。 

  

  

  

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

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)

(5) セグメント情報

【所在地別セグメント情報】

日本 
(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) 外部顧客に対する売上高 3,136,333 11,795 3,148,128 ─ 3,148,128

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ 943,755 943,755 (943,755) ─

計 3,136,333 955,550 4,091,883 (943,755) 3,148,128

営業利益又は営業損失(△) △187,748 71,834 △115,914 41,367 △74,547

(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.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国

3.(会計方針の変更) 
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法(収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法)に変更しております。この変更により、従前の方法によった場合と比較し
て、「日本」の営業損失が60,139千円増加し、「アジア」の営業利益が14,166千円減少しておりま
す。

日本 
(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) 外部顧客に対する売上高 2,624,002 6,014 2,630,016 ─ 2,630,016

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ 404,764 404,764 (404,764) ─

計 2,624,002 410,778 3,034,781 (404,764) 2,630,016

営業損失(△) △28,656 △84,328 △112,984 (30,929) △143,914

(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.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国
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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) 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 495,542 129,318 624,860

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 3,148,128

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

15.7 4.1 19.8

(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.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アメリカ

(2) その他の地域……シンガポール、台湾、韓国、中国、イタリア、ドイツ

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。

アメリカ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 515,077 579,742 1,094,819

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 2,630,016

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

19.6 22.0 41.6

(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.第１四半期連結会計期間より、表示上の重要性が増したため、前連結会計年度まで「その他の地域」
と表示していたものを「アジア」に変更しております。なお、「アジア」に含めて表示している主な
国に変更はありません。

3.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アメリカ

(2) アジア……シンガポール、台湾、中国

4.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。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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)
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 当第３四半期連結累計期間の生産実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注)  1.品目間の取引については、相殺消去しております。 

 2.金額は販売価格によっております。 

 3.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

 当第３四半期連結累計期間の受注実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) 1.品目間の取引については、相殺消去しております。 

 2.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

 当第３四半期連結累計期間の販売実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) 1.品目間の取引については、相殺消去しております。 

 2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
 3.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

6．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品目 生産高（千円） 前年同期比(％)

 半導体製造装置用製品 2,251,447 71.2

 理化学機器用製品 54,056 74.3

 電化製品その他 36,374 60.3

合計 2,341,878 71.0

(2) 受注実績

品目 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

 半導体製造装置用製品 3,139,631 126.0 1,087,248 187.5

 理化学機器用製品 59,126 79.7 10,466 129.3

 電化製品その他 74,513 59.3 19,041 86.8

合計 3,273,271 121.6 1,116,756 183.1

(3) 販売実績

品目 販売高(千円) 前年同期比(％)

 半導体製造装置用製品 2,505,992 84.7

 理化学機器用製品 55,056 75.7

 電化製品その他 68,967 59.1

合計 2,630,016 83.5

相手先 前年同四半期(千円) 割合(％) 当第３四半期(千円) 割合(％)

Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Co.,Ltd.

74,450 2.4 518,250 19.7

Applied Materials,  Inc. 487,970 15.5 510,936 19.4
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