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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 3,396 △54.8 △304 ― △353 ― △391 ―
21年3月期第2四半期 7,514 ― 530 ― 562 ― 326 ―

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2四半期 △42.06 ―
21年3月期第2四半期 35.12 ―

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2四半期 15,505 10,280 66.3 1,105.69
21年3月期 16,965 10,797 63.6 1,161.30

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,280百万円 21年3月期  10,797百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

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 9,500 △24.8 250 △2.3 200 △53.5 90 △82.4 9.68
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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  
（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 
１．業績予想に関する事項につきましては、本日（平成21年11月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 
２．本資料に記載されている業績の予想等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と判断する一定の前提に基づいており、今後 
様々な要因により変動する可能性があります。 
  なお、連結業績予想に関する定性的情報は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業務予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

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2四半期 9,674,587株 21年3月期  9,674,587株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  376,872株 21年3月期  376,865株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 9,297,720株 21年3月期第2四半期 9,297,727株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、内外の在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とした輸

出、生産の増加などから、昨年度末を底に緩やかな回復基調にあります。但し、各種経済指標は、内外経済対策

による輸出や耐久消費財等の牽引力は弱まりつつあり、増産が続いているとはいえ設備稼働率は低水準にとどま

り、設備投資は大幅な増加は当面望めない状況を示しております。 

 このような状況下におきまして、当社グループは「高収益企業文化の構築と規模の拡大」の実現をめざし、受

注獲得及び収益の増大に鋭意努めてまいりました。しかしながら当第２四半期連結累計期間におきましては、市

場低迷に伴う顧客企業の設備投資の減少及び先送り等の厳しい受注環境にあって、売上高は33億96百円（前年同

期比54.8％減）となりました。また、損益面では、営業損失３億４百万円（前年同期は営業利益５億30百万

円）、経常損失３億53百万円（前年同期は経常利益５億62百万円）、四半期純損失は３億91百万円（前年同期は

四半期純利益３億26百万円）と、当第２四半期連結累計期間はそれぞれ前年同期を下回ることとなりました。 

 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。 

「産業用エレクトロニクス関連事業」 

 産業用エレクトロニクス関連事業のセグメントでは、大口の液晶製造装置等の売上が少なかったこと、及び顧

客企業の企業再編に伴う設備投資の延期、在庫調整による設備投資の抑制等の要因により、売上高は低水準な結

果となりました。この結果、同関連事業の売上高27億17百万円（前年同期比59.4％減）、営業損失92百万円（前

年同期は営業利益８億16百万円）となりました。 

 「クリーニング関連その他事業」 

 クリーニング関連その他事業のセグメントでは、景気が低迷するなかにあって、サービス部門の再編、消耗品

販売の強化等をはかり、売上高の確保に努めました。この結果、売上高は６億78百万円（前年同期17.5％減）,営

業利益38百万円（前年同期は営業利益25百万円）となりました。 

  

（1）財務状況  

当四半期連結会計期間末における総資産は155億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億60百万円の減少と

なりました。その主な要因は、現金及び預金の減少（３億12百万円）、受取手形及び売掛金の減少（３億42万

円）、商品及び製品の減少（１億61百万円）、仕掛品の減少（４億16百万円）によるものであります。 

負債につきましては52億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億43百万円の減少となりました。その主な

要因は、支払手形及び買掛金の減少（８億71百万円）であります。 

なお純資産は前連結会計年度末比５億17百万円減の102億80百万円となり、自己資本比率は66.3％となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物の当四半期連結会計期間末における残高は、50億38百万円となり、前連結会計年度末と比べ

３億５百万円の減少となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、１億88百万円の獲得（前年同期は34億44百万円の獲得）となりまし

た。その主な要因は、法人税等の還付額収入２億19百万円等によるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、３億28百万円の使用（前年同期は４百万円の使用）となりました。

その主な要因は、事業譲受による支払２億60百万円等によるものです。    

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、１億２百万円の使用（前年同期は23億63百万円の使用）となりまし

た。その主な要因は、配当金の支払92百万円等によるものです。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年３月期通期の連結業績につきましては、最近の業績の動向を踏まえ、平成21年８月14日公表いたしまし

た内容を変更しております。 

 なお、予想に関する事項は本日（平成21年11月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

  

該当事項はございません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定に当たり加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定しております。  

③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。  

  

・表示方法の変更 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」に含

めて表示しておりました「法人税等の還付額」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分

掲記することとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法

人税等の支払額」に含まれる「法人税等の還付税額」の金額は16,175千円であります。 

  

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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,038,554 5,351,056

受取手形及び売掛金 4,305,237 4,647,571

商品及び製品 282,363 443,829

仕掛品 1,606,279 2,023,153

原材料及び貯蔵品 471,215 527,953

繰延税金資産 147,788 176,672

その他 129,213 438,198

貸倒引当金 △918 △922

流動資産合計 11,979,733 13,607,512

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,660,475 1,650,103

減価償却累計額 △1,178,149 △1,153,329

建物及び構築物（純額） 482,325 496,774

機械装置及び運搬具 62,554 66,454

減価償却累計額 △50,402 △52,633

機械装置及び運搬具（純額） 12,152 13,820

工具、器具及び備品 1,345,278 1,128,270

減価償却累計額 △965,491 △875,945

工具、器具及び備品（純額） 379,786 252,325

土地 2,042,412 2,042,412

リース資産 39,256 39,256

減価償却累計額 △5,608 △2,141

リース資産（純額） 33,648 37,115

有形固定資産合計 2,950,326 2,842,447

無形固定資産   

のれん 96,152 76,895

その他 11,661 11,804

無形固定資産合計 107,813 88,700

投資その他の資産   

投資有価証券 202,431 150,021

繰延税金資産 221,215 229,929

長期滞留債権等 40,688 40,688

その他 53,696 56,768

貸倒引当金 △50,614 △50,614

投資その他の資産合計 467,416 426,791

固定資産合計 3,525,556 3,357,939

資産合計 15,505,290 16,965,452
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,571,619 2,443,243

短期借入金 664,810 611,080

未払法人税等 26,122 38,178

賞与引当金 108,990 87,900

未払費用 195,837 259,135

その他 67,632 74,148

流動負債合計 2,635,012 3,513,685

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,069,600 1,128,870

リース債務 27,195 30,835

繰延税金負債 75,060 75,311

退職給付引当金 418,019 419,262

固定負債合計 2,589,875 2,654,279

負債合計 5,224,888 6,167,965

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,756,680 2,756,680

資本剰余金 3,582,276 3,582,276

利益剰余金 4,513,928 4,997,969

自己株式 △376,093 △376,088

株主資本合計 10,476,791 10,960,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,446 2,736

為替換算調整勘定 △200,836 △166,088

評価・換算差額等合計 △196,390 △163,351

純資産合計 10,280,401 10,797,486

負債純資産合計 15,505,290 16,965,452
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 7,514,711 3,396,694

売上原価 5,864,428 2,775,465

売上総利益 1,650,283 621,229

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 342,225 286,734

賞与引当金繰入額 35,008 21,760

福利厚生費 18,993 15,676

賃借料 40,466 44,812

業務委託費 74,323 33,973

研究開発費 152,751 132,014

減価償却費 55,335 86,515

その他 401,147 304,301

販売費及び一般管理費合計 1,120,252 925,790

営業利益又は営業損失（△） 530,030 △304,560

営業外収益   

受取利息 10,611 3,850

受取配当金 1,123 1,246

為替差益 48,349 －

受取賃貸料 5,667 5,643

その他 2,246 13,523

営業外収益合計 67,998 24,263

営業外費用   

支払利息 27,300 20,092

為替差損 － 45,243

ファクタリング料 704 96

持分法による投資損失 4,358 3,305

その他 2,929 4,043

営業外費用合計 35,293 72,780

経常利益又は経常損失（△） 562,736 △353,077

特別利益   

固定資産売却益 6,182 5,010

貸倒引当金戻入額 7,236 4

特別利益合計 13,419 5,014

特別損失   

固定資産除売却損 16 1,290

投資有価証券売却損 － 3

特別損失合計 16 1,294

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（△）

576,139 △349,357

法人税、住民税及び事業税 225,120 4,506

法人税等調整額 24,499 37,199

法人税等合計 249,619 41,706

四半期純利益又は四半期純損失（△） 326,519 △391,063
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,638,656 1,300,047

売上原価 2,845,297 973,821

売上総利益 793,358 326,226

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 170,116 140,184

賞与引当金繰入額 17,457 18,162

福利厚生費 8,276 6,697

賃借料 19,284 23,142

業務委託費 30,460 14,682

研究開発費 78,576 75,286

減価償却費 32,796 62,491

その他 187,923 148,269

販売費及び一般管理費合計 544,892 488,917

営業利益又は営業損失（△） 248,465 △162,690

営業外収益   

受取利息 6,738 832

受取配当金 661 636

為替差益 112,770 7,889

受取賃貸料 2,863 2,748

その他 768 8,012

営業外収益合計 123,804 20,119

営業外費用   

支払利息 11,790 11,205

ファクタリング料 233 68

持分法による投資損失 1,787 1,979

その他 1,700 1,514

営業外費用合計 15,511 14,768

経常利益又は経常損失（△） 356,758 △157,339

特別利益   

固定資産売却益 6,182 5,010

貸倒引当金戻入額 7,236 4

特別利益合計 13,419 5,014

特別損失   

固定資産除売却損 16 1,290

投資有価証券売却損 － 3

特別損失合計 16 1,294

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（△）

370,161 △153,619

法人税、住民税及び事業税 145,663 576

法人税等調整額 16,504 42,479

法人税等合計 162,167 43,055

四半期純利益又は四半期純損失（△） 207,993 △196,675
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 576,139 △349,357

減価償却費 87,349 132,387

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62 △1,243

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,562 △4

受取利息及び受取配当金 △11,735 △5,096

支払利息 27,300 20,092

為替差損益（△は益） △17,617 33,145

持分法による投資損益（△は益） 4,358 3,305

有形固定資産売却損益（△は益） △6,166 △3,719

会員権売却損益（△は益） 412 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,800,546 352,307

たな卸資産の増減額（△は増加） 198,265 632,116

仕入債務の増減額（△は減少） 108,785 △915,221

未収消費税等の増減額（△は増加） △59,552 128,479

その他 135 △24,323

小計 3,702,722 2,867

利息及び配当金の受取額 12,538 5,874

利息の支払額 △24,170 △20,193

法人税等の還付額 － 219,106

法人税等の支払額 △246,669 △19,533

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,444,421 188,120

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 △1,200 －

定期預金の払戻による収入 － 6,800

有形固定資産の取得による支出 △12,643 △17,912

有形固定資産の売却による収入 8,350 －

ソフトウエアの取得による支出 △1,525 △65

関係会社株式の取得による支出 － △8,000

投資有価証券の取得による支出 － △49,860

会員権の売却による収入 2,157 －

貸付金の回収による収入 － 81

事業譲受による支出 － △260,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,861 △328,956

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） △2,824,000 －

長期借入れによる収入 1,000,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △352,840 △305,540

配当金の支払額 △185,954 △92,977

自己株式の取得による支出 △11 △4

その他 △390 △3,879

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,363,197 △102,401

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,977 △62,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,097,340 △305,702

現金及び現金同等物の期首残高 4,621,064 5,344,256

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,718,404 5,038,554
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第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） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な製品 

  

  

  

（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〕

  

産業用エレク
トロニクス関
連事業 

（千円） 

クリーニング
関連その他事
業 

（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  6,692,169  822,542  7,514,711 －  7,514,711

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計  6,692,169  822,542  7,514,711 －  7,514,711

営業利益  816,386  25,244  841,630 (311,599)  530,030

  

産業用エレク
トロニクス関
連事業 

（千円） 

クリーニング
関連その他事
業 

（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  2,717,843  678,851  3,396,694 －  3,396,694

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計  2,717,843  678,851  3,396,694 －  3,396,694

営業損失（△）  △92,848  38,262  △54,586 (249,973)  △304,560

事 業 区 分 主  要  製  品 

産業用エレクトロニクス 

関連事業 

・ハードディスク関連製品 

ハードディスク製造用バニッシング装置 

クリーンコンベアシステム 

・液晶関連製品 

液晶用プラズマドライエッチング、アッシング装置 

・半導体関連製品 

各種ＩＣテストハンドラー及び関連機器 

・省エネ、クリーンエネルギー関連装置  

フィールドエミッションランプ、太陽電池製造装置 

クリーニング関連その他事業 

クリーニング業界向け各種仕上機 

クリーニング業界向け各種包装機 

その他クリーニング関連自動化機器 
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第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） 

 （注）１．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。 

(1）北米………アメリカ 

(2）アジア……シンガポール   

  

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日 本 

（千円） 
北 米 

（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  6,587,395  108,967  818,348  7,514,711  －  7,514,711

(2）セグメント間の内部売上高  618,172  22,518  293  640,984 (640,984)  － 

計  7,205,567  131,485  818,642  8,155,695 (640,984)  7,514,711

営業利益  753,150  6,694  77,643  837,488 (307,457)  530,030

  
日 本 

（千円） 
北 米 

（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  3,206,973  48,675  141,045  3,396,694  －  3,396,694

(2）セグメント間の内部売上高  135,930  755  3,563  140,249 (140,249)  － 

計  3,342,904  49,431  144,608  3,536,944 (140,249)  3,396,694

営業損失（△）  △16,777  △11,675  △22,239  △50,692 (253,867)  △304,560
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第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） 

 （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……台湾、シンガポール、マレーシア、韓国、中国、タイ、フィリピン、ベトナム 

(2）北米………アメリカ 

(3）欧州………ドイツ、アイルランド、オランダ 

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。 

  

当第２四半期連結累計期間において賃借しておりました大分工場を、平成21年10月30日に自己資金にて取得しま

した。太陽電池事業部の研究開発の拠点とし、今後事業の拡大とともに装置のデモンストレーション及び設計・製

造の拠点として活用して行く計画です。 

  

〔海外売上高〕

項  目 アジア 北 米 欧 州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,652,627  488,095  24,917  4,165,640

Ⅱ 連結売上高（千円）                 7,514,711

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 48.6  6.5  0.3  55.4

項  目 アジア 北 米 欧 州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,809,260  122,418  15,511  1,947,190

Ⅱ 連結売上高（千円）                 3,396,694

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 53.3  3.6  0.5  57.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

会社名 

事業所名 
所在地 

事業の種類別セ

グメントの名称 
設備の内容 

投資予定金額 
資金調達

方法 

着手及び完了予定年月 
完成後の

増加能力総額 

(百万円) 

既支払額 

(百万円) 
着手 完了 

当社 

大分工場 

大分県 

大分市 

産業用エレクト

ロニクス関連 

太陽電池関連装

置生産設備並び

に開発業務施設

千円65,000 － 自己資金 平成21年10月 平成21年10月 影響なし
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