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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 50,733 △14.0 △3,657 ― △3,920 ― △2,138 ―

21年3月期第3四半期 58,961 ― △3,267 ― △2,973 ― △2,295 ―

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 △27.31 ―

21年3月期第3四半期 △29.32 ―

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 102,266 23,341 22.2 290.62
21年3月期 104,582 24,470 23.4 311.93

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  22,753百万円 21年3月期  24,423百万円

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 ― 2.50 ― 1.50 4.00
22年3月期 ― 2.50 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 5.00

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  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 82,000 △2.2 800 ― 800 ― 300 ― 3.83

－ 1 －



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）  有  

(注) 詳細は、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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  
(注) 詳細は、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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 

 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、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりま
すが、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、当社の取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの変動など、今後様々な要因によって予想
数値と異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
日本電子データム株式会社、日本電
子アクティブ株式会社

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 79,365,600株 21年3月期  79,365,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,070,236株 21年3月期  1,068,989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 78,296,270株 21年3月期第3四半期 78,301,504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、世界的な景気低迷等の影響を受け、民間設備投資の

大幅な減少や雇用情勢の悪化等により厳しい状況が続きました。また海外では、中国において景気の持ち

直しが見えるものの、欧米においては景気の低迷が続きました。 

このような状況下、当社グループは、中期経営計画「ACTION 60」（平成19年度～平成21年度）の基本

方針として技術戦略、生産戦略、営業・サービス戦略を中心に据え、企業価値の向上および経営基盤の強

化を図るとともに、受注・売上の確保に努めました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は50,733百万円（前年同期比14.0%減）となりました。 

損益面におきましては、営業損失は3,657百万円（前年同期は営業損失3,267百万円）、経常損失は

3,920百万円（前年同期は経常損失2,973百万円）、四半期純損失は2,138百万円（前年同期は純損失2,295

百万円）となりました。 
  
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。  

① 理科学機器 

透過電子顕微鏡、分析機器とも官公需を中心に受注は増加しましたが、売上は減少しました。 

この結果、売上高は20,987百万円（前年同期比14.2%減）となりました。 

② 産業機器 

走査電子顕微鏡は、民間企業の設備投資抑制の影響を受け、売上は減少しました。 

電子ビーム描画装置は、市場のニーズが低調に推移し売上は減少しましたが、電子銃・電源、医

用関連機器の売上は前年同期並みの売上を確保しました。 

この結果、売上高は29,746百万円（前年同期比13.8%減）となりました。 
  
所在地別のセグメントの業績は次のとおりであります。  

① 日本 

理科学機器については、透過電子顕微鏡、分析機器とも官公需を中心に前年同期並みの売上を確

保しました。 

産業機器については、走査電子顕微鏡は、民間企業の設備投資抑制の影響を受け売上は減少しま

した。電子ビーム描画装置は、市場のニーズが低調に推移し売上は減少しましたが、電子銃・電

源、医用関連機器の売上は前年同期並みの売上を確保しました。 

この結果、売上高は34,843百万円（前年同期比13.9%減）となりました。 
  

② 北米・中南米 

景気低迷等の影響もあり、売上は減少しました。 

この結果、売上高は6,423百万円（前年同期比17.3%減）となりました。  
  

③ その他 

景気低迷等の影響もあり、欧州の売上が減少しました。 

この結果、売上高は9,466百万円（前年同期比11.8%減）となりました。 
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第３四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2,315百万円減少し102,266百万

円となりました。主なものとしては、たな卸資産が2,870百万円増加があったものの受取手形及び売

掛金が4,702百万円減少したことによります。 

当第３四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1,186百万円減少し78,925百万

円となりました。これは主に、社債の増加2,360百万円及び長期借入金の増加2,099百万円があったも

のの支払手形及び買掛金の減少748百万円、転換社債の減少4,588百万円等によるものであります。 

一方、当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、その他有価証券評価差額金の増加があったも

のの利益剰余金の減少に伴い23,341百万円となりました。以上の結果、当第３四半期末の自己資本比

率は前連結会計年度末から1.2%減少し22.2%となりました。 
  

・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
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(2) キャッシュ・フローの状況  

当第３四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、営業活動に

よる資金の減少が1,912百万円であったことに加え、有形固定資産の取得等により投資活動による資

金の減少が772百万円となりました。 

一方、借入金及び社債発行による資金調達及び転換社債の償還による支出等を行い、財務活動によ

る資金の増加は834百万円となりました。以上の結果、当第３四半期連結累計期間末の資金は7,085百

万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間末において営業活動による資金の減少は1,912百万円となりました。こ

れは主に税金等調整前四半期純損失であったことに加え、たな卸資産の増加、仕入債務の減少等によ

り減少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３四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772百万円となりました。これ

は主に有形固定資産の取得による支出等により減少したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間末において財務活動による資金の増加は834百万円となりました。これ

は主に借入金及び社債発行による資金調達及び転換社債の償還による支出等によるものであります。
  

平成22年3月期の連結業績予想につきましては、平成21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。 
    

（主要な関係会社の異動） 

連結除外：日本電子データム株式会社、日本電子アクティブ株式会社 

前期末において当社の連結子会社であった日本電子データム株式会社及び日本電子アクティブ株式

会社は、平成21年７月１日付で当社に吸収合併され、消滅しました。 
  

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３四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。 
  

（四半期連結損益計算書） 

前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受託研究収入」は、

営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記しておりま

す。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受託研究収入」は92百

万円であります。 

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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5.【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 7,250 9,243

受取手形及び売掛金 16,237 20,940

商品及び製品 17,819 18,254

仕掛品 22,138 18,640

原材料及び貯蔵品 2,990 3,183

その他 3,952 4,443

貸倒引当金 △241 △258

流動資産合計 70,148 74,448

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,426 7,341

機械装置及び運搬具（純額） 800 771

工具、器具及び備品（純額） 3,575 4,684

土地 1,482 1,498

リース資産（純額） 726 151

建設仮勘定 471 879

有形固定資産合計 14,482 15,326

無形固定資産 986 1,001

投資その他の資産   

投資有価証券 7,682 6,349

その他 8,833 7,368

貸倒引当金 △73 △62

投資その他の資産合計 16,441 13,655

固定資産合計 31,910 29,983

繰延資産 207 150

資産合計 102,266 104,582
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（単位：百万円）

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 16,124 16,872

短期借入金 23,717 24,050

1年内償還予定の社債 2,081 1,281

1年内償還予定の転換社債 － 4,588

未払法人税等 344 444

賞与引当金 389 835

その他 11,117 11,630

流動負債合計 53,773 59,702

固定負債   

社債 9,378 7,018

長期借入金 8,059 5,960

退職給付引当金 6,615 6,104

役員退職慰労引当金 441 855

その他 657 469

固定負債合計 25,152 20,408

負債合計 78,925 80,111

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 10,872 13,569

自己株式 △531 △530

株主資本合計 23,427 26,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,345 334

繰延ヘッジ損益 △16 △88

為替換算調整勘定 △2,003 △1,948

評価・換算差額等合計 △674 △1,702

少数株主持分 587 47

純資産合計 23,341 24,470

負債純資産合計 102,266 104,582
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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：百万円）

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 58,961 50,733

売上原価 41,555 36,112

売上総利益 17,406 14,621

販売費及び一般管理費 16,514 14,742

開発研究費 4,158 3,536

営業損失（△） △3,267 △3,657

営業外収益   

受取利息 73 25

受取配当金 110 100

受託研究収入 － 225

持分法による投資利益 98 －

為替差益 545 －

その他 308 252

営業外収益合計 1,136 603

営業外費用   

支払利息 386 458

売上債権売却損 258 134

持分法による投資損失 － 6

為替差損 － 69

その他 198 197

営業外費用合計 843 866

経常損失（△） △2,973 △3,920

特別利益   

固定資産売却益 4 3

投資有価証券売却益 － 249

貸倒引当金戻入額 14 8

保険解約返戻金 － 125

持分変動利益 － 327

過年度損益修正益 － 45

その他 8 5

特別利益合計 28 765

特別損失   

固定資産売却損 7 2

固定資産除却損 17 182

投資有価証券評価損 553 223

製品補償費用 － 183

その他 10 14

特別損失合計 588 607

税金等調整前四半期純損失（△） △3,533 △3,762

法人税、住民税及び事業税 808 520

法人税等調整額 △2,003 △2,068

法人税等合計 △1,194 △1,547

少数株主損失（△） △43 △76

四半期純損失（△） △2,295 △2,138
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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（△） △3,533 △3,762

減価償却費 2,623 2,463

賞与引当金の増減額（△は減少） △589 △447

退職給付引当金の増減額（△は減少） 138 266

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 132 △413

固定資産除売却損益（△は益） 19 181

投資有価証券売却損益（△は益） － △249

投資有価証券評価損益（△は益） 553 223

保険解約損益（△は益） － △125

持分変動損益（△は益） － △327

製品補償費用 － 183

受取利息及び受取配当金 △184 △125

支払利息 386 458

売上債権売却損 258 134

売上債権の増減額（△は増加） 5,881 4,655

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,333 △2,845

仕入債務の増減額（△は減少） △296 △712

その他 △807 △425

小計 △2,750 △868

利息及び配当金の受取額 193 131

利息の支払額 △362 △430

売上債権売却損の支払額 △258 △134

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △415 △610

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,593 △1,912

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △304 △10

投資有価証券の売却による収入 － 435

有形固定資産の取得による支出 △2,867 △1,189

保険積立金の解約による収入 － 382

その他 △263 △390

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,435 △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） 5,030 207

長期借入れによる収入 2,500 4,300

長期借入金の返済による支出 △1,474 △2,735

社債の発行による収入 2,493 3,903

社債の償還による支出 △330 △840

転換社債の償還による支出 － △4,588

少数株主からの払込みによる収入 － 972

配当金の支払額 △385 △304

その他 △10 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,823 834

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,049 △101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △255 △1,951

現金及び現金同等物の期首残高 9,163 9,037

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,907 7,085
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当第３四半期連結会計期間(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。 

  

 
(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 

 

３ 「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、主として移動平均法による原価法及び 終仕入

原価法から移動平均法による原価法及び 終仕入原価法(貸借対照表価額については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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて当第３四半期連結累計期間は、理科学機器事業で営業損失が

247百万円増加し、産業機器事業で営業利益が452百万円減少しております。 

  

 
(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 

(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)

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

24,466 34,494 58,961 ― 58,961

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ( ―) ―

計 24,466 34,494 58,961 ( ―) 58,961

営業利益又は営業損失(△) △1,321 391 △929 (2,337) △3,267

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等

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、高周波電源、自動分析装置
他

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)

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

20,987 29,746 50,733 ― 50,733

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ( ―) ―

計 20,987 29,746 50,733 ( ―) 50,733

営業利益又は営業損失(△) △256 △917 △1,173 (2,483) △3,657

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等

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、高周波電源、自動分析装置
他
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(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 

３ 「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、主として移動平均法による原価法及び 終仕

入原価法から移動平均法による原価法及び 終仕入原価法(貸借対照表価額については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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて当第３四半期連結累計期間は、日本で営業損失が700百万円

増加しております。 

  

  

 
(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 

  

  

【所在地別セグメント情報】

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)

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

40,462 7,763 10,735 58,961 ― 58,961

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

9,164 167 148 9,480 （9,480) ―

計 49,627 7,931 10,883 68,441 (9,480) 58,961

営業利益又は営業損失(△) △1,801 218 683 △899 (2,367) △3,267

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)

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

34,843 6,423 9,466 50,733 ― 50,733

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6,166 101 92 6,360 （6,360) ―

計 41,010 6,525 9,558 57,094 (6,360) 50,733

営業利益又は営業損失(△) △2,218 148 399 △1,699 (1,987) △3,657
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(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) 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。 

  

  

 
(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) 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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

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)

北米・中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,344 18,088 30,432

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 58,961

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.9 30.7 51.6

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)

北米・中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,205 14,547 26,753

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 50,733

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.0 28.7 52.7

(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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