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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 1,715 △44.7 △312 ― △232 ― △91 ―
21年3月期第2四半期 3,099 ― 38 ― 93 ― 24 ―

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 △11.93 ―
21年3月期第2四半期 3.10 3.10

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 10,179 9,185 84.1 1,135.19
21年3月期 10,112 9,259 85.3 1,113.52

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,562百万円 21年3月期  8,630百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 8.00 8.00

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 4,110 △22.9 △340 ― △190 ― △30 ― △3.92
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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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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） 

(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異なる可能性があります。業績予想等の前提となる条件等については、５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2四半期 8,064,542株 21年3月期  8,064,542株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  522,127株 21年3月期  314,227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 7,649,867株 21年3月期第2四半期 7,816,074株
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【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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績が緩やかに回復しており 悪の状
態から脱した感はあるものの、雇用情勢や所得環境の悪化が懸念されるなど依然として厳しい状
況が続いております。 
当社グループに関連深い半導体製造装置業界におきましては、半導体メモリーの需給バランス

がやや緩和され、価格は改善されましたが、多くの半導体メーカーは積極的な設備投資にはなお
慎重であり、半導体製造装置市場の事業環境は依然として厳しい状況であります。 
このような厳しい経営環境のもと、当社グループは顧客の信頼を得るため、品質の確保、コス

トの低減及び新規分野の顧客開拓や新製品投入に取り組みました。 
画像・通信分野においては、情報の高速・大容量伝送を可能にする自社LSIにより、自社製品の

高付加価値製品展開の基礎として新規顧客の開拓、製品の差別化・競争力の向上が図られました。
今後更なる高速化に向け自社LSI開発を推進するとともに、受託製品の営業展開においても提案営
業のキーデバイスとして積極的に活用してまいります。 
また当社グループは、昨年度よりこのような受注の継続的な低迷に対応すべく外注費の見直し、

残業の抑制及び定期的な休業（教育訓練）を実施し、あらゆる経費の見直しを行い、引続き固定
費の削減に努めました。しかしながら、前述の受注の大幅な減少の影響を補うことはできず、こ
の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,715百万円（前年同四半期比44.7％減）、営業損
失は312百万円（前年同四半期は38百万円の利益）、経常損失は232百万円（前年同四半期は93百
万円の利益）、四半期純損失は91百万円（前年同四半期は24百万円の利益）となりました。 

 

品目別売上高の状況は次のとおりであります。 

① 受託製品 半導体製造装置関連 

当該品目は、半導体製造装置の制御部を提供しております。一部半導体メーカーの設備投資

計画が発表されましたが、全般的に設備投資抑制の継続により半導体製造装置市場の低迷は長

期化しており、売上高は大幅に減少いたしました。 

この結果、売上高は532百万円（前年同四半期比50.0％減）となりました。 

 

② 受託製品 産業用制御機器 

当該品目は、各種の産業用装置、分析機器等の制御部の開発・製造を行いカスタマイズ製品

として提供しております。新製品の投入や新規顧客開拓が進んだものの、FA全般の減速傾向が

更に強まり、売上高は大幅に減少いたしました。 

この結果、売上高は355百万円（前年同四半期比34.9％減）となりました。 

 

③ 受託製品 計測機器 

当該品目は、各種計測機器のコントローラ、通信機器の制御部の開発・製造を行いカスタマ

イズ製品として提供しております。中でも電力関連機器につきましては住宅関連需要の低迷に

より、売上高は大幅に減少いたしました。 

この結果、売上高は246百万円（前年同四半期比38.3％減）となりました。 

 

④ 自社製品 組込みモジュール 

当該品目は、半導体製造装置、FA全般、電力・通信関連向けに提供しております。その中で

も売上比率が高い半導体製造装置関連の需要低迷に加えFA全般も更に減速傾向が強まり、売

上高は大幅に減少いたしました。 

この結果、売上高は148百万円（前年同四半期比52.2％減）となりました。 

 

⑤ 自社製品 画像処理モジュール 

当該品目は、FA全般、各種検査装置、液晶関連機器に提供しております。自社LSIを搭載し

た新シリーズの発売などによる製品競争力の強化を行いましたが、売上比率が高い液晶関連

機器の設備投資抑制に加えFA全般も更に減速傾向が強まり、売上高は大幅に減少いたしまし

た。 

この結果、売上高は140百万円（前年同四半期比53.5％減）となりました。 

 

⑥ 自社製品 計測通信機器 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、平成21年10月21日に公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

 

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） 

該当事項はありません。 

(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 

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のみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
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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 3,327,828 3,149,219

受取手形及び売掛金 770,798 821,019

有価証券 10,134 10,124

商品及び製品 321,283 443,999

仕掛品 257,807 283,121

原材料及び貯蔵品 542,250 575,467

その他 387,086 507,833

流動資産合計 5,617,189 5,790,786

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,316,699 1,316,699

その他（純額） 1,098,106 1,166,778

有形固定資産合計 2,414,806 2,483,478

無形固定資産 76,783 81,726

投資その他の資産   

投資有価証券 1,992,155 1,677,058

その他 109,603 110,549

貸倒引当金 △30,713 △30,783

投資その他の資産合計 2,071,044 1,756,824

固定資産合計 4,562,634 4,322,029

資産合計 10,179,824 10,112,816

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 239,103 222,106

未払法人税等 15,707 －

賞与引当金 122,156 89,476

その他 68,757 69,321

流動負債合計 445,725 380,904

固定負債   

退職給付引当金 84,957 83,268

役員退職慰労引当金 77,030 77,030

その他 386,117 312,247

固定負債合計 548,105 472,546

負債合計 993,831 853,450
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,354,094 2,354,094

資本剰余金 2,459,689 2,459,689

利益剰余金 3,047,451 3,200,733

自己株式 △211,188 △109,156

株主資本合計 7,650,046 7,905,361

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 912,037 724,804

評価・換算差額等合計 912,037 724,804

新株予約権 3,316 1,105

少数株主持分 620,592 628,094

純資産合計 9,185,993 9,259,366

負債純資産合計 10,179,824 10,112,816
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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 3,099,738 1,715,414

売上原価 2,243,287 1,340,006

売上総利益 856,451 375,407

販売費及び一般管理費 817,887 687,809

営業利益又は営業損失（△） 38,563 △312,401

営業外収益   

受取利息 2,711 2,095

受取配当金 45,599 34,739

助成金収入 － 30,537

その他 7,708 12,857

営業外収益合計 56,019 80,229

営業外費用   

為替差損 509 －

支払手数料 － 432

その他 94 －

営業外費用合計 603 432

経常利益又は経常損失（△） 93,978 △232,605

特別利益   

投資有価証券売却益 40,224 69,228

その他 － 70

特別利益合計 40,224 69,298

特別損失   

固定資産売却損 80 －

固定資産除却損 463 589

投資有価証券評価損 109,366 －

特別損失合計 109,910 589

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（△）

24,293 △163,896

法人税、住民税及び事業税 5,046 8,306

法人税等調整額 750 △77,170

法人税等合計 5,796 △68,864

少数株主損失（△） △5,711 △3,752

四半期純利益又は四半期純損失（△） 24,207 △91,279
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

24,293 △163,896

減価償却費 104,895 85,545

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,214 32,680

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,598 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,190 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,738 1,688

受取利息及び受取配当金 △48,310 △36,834

助成金収入 － △30,537

固定資産除却損 463 589

固定資産売却損益（△は益） 80 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △40,224 △69,228

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 109,366 －

売上債権の増減額（△は増加） 97,021 50,221

たな卸資産の増減額（△は増加） 270,558 181,247

未収入金の増減額（△は増加） 34,215 37,072

仕入債務の増減額（△は減少） △130,501 16,997

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,094 2,466

その他 △34,095 △4,320

小計 362,355 103,692

利息及び配当金の受取額 48,104 36,697

助成金の受取額 － 12,837

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 36,863 136,356

営業活動によるキャッシュ・フロー 447,324 289,584

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 △207,000 △200,000

定期預金の払戻による収入 212,000 200,000

投資有価証券の取得による支出 △99,797 △1,000

投資有価証券の売却による収入 141,619 69,645

有形固定資産の取得による支出 △3,916 △3,623

無形固定資産の取得による支出 △6,698 △9,000

その他 833 709

投資活動によるキャッシュ・フロー 37,040 56,731

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △4,113 △102,032

配当金の支払額 △62,543 △61,914

少数株主への配当金の支払額 △17,250 △3,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,906 △167,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 400,457 178,619

現金及び現金同等物の期首残高 1,910,592 2,659,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,311,050 2,837,963
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

   

６．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

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)

 
品  目 

 

金額(千円) 
前年同四 

半期比(％)
金額(千円)

前年同四 

半期比(％)
  

受託製品   

 半導体製造装置関連 771,496 － 442,980 △42.6  

 産業用制御機器 556,394 － 317,679 △42.9  

 計測機器 181,972 － 123,764 △32.0  

 小計 1,509,864 － 884,423 △41.4  

自社製品   

 組込みモジュール 191,096 － 86,030 △55.0  

 画像処理モジュール 150,882 － 63,329 △58.0  

 計測通信機器 166,761 － 160,647 △3.7  

 小計 508,740 － 310,007 △39.1  

合計 2,018,604 － 1,194,431 △40.8  

 (注)１ 金額は製造原価にて表示しております。 

   ２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 前第２四半期連結累計期間の前年同四半期比につきましては、四半期適用初年度であるため記載してお

りません。 

 

(2) 商品仕入実績 

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)

 
品  目 

 

金額(千円) 
前年同四 

半期比(％)
金額(千円)

前年同四 

半期比(％)
  

自社製品関連商品 129,830 － 22,858 △82.4  

合計 129,830 － 22,858 △82.4  

 (注)１ 金額は仕入価格にて表示しております。 

   ２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 前第２四半期連結累計期間の前年同四半期比につきましては、四半期適用初年度であるため記載してお

りません。 
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(3) 受注状況及び販売状況  

① 受注高 

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)

 
品  目 

 

金額(千円) 
前年同四 

半期比(％)
金額(千円)

前年同四 

半期比(％)
  

半導体製造装置関連 1,051,001 － 612,323 △41.7  

産業用制御機器 506,449 － 362,415 △28.4  

計測機器 436,790 － 268,809 △38.5  

合計 1,994,241 － 1,243,547 △37.6  

 

② 受注残高 

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)

 
品  目 

 

金額(千円) 
前年同四 

半期比(％)
金額(千円)

前年同四 

半期比(％)
  

半導体製造装置関連 182,323 － 146,462 △19.7  

産業用制御機器 194,982 － 163,223 △16.3  

計測機器 140,555 － 88,073 △37.3  

合計 517,861 － 397,759 △23.2  

 

③ 販売実績 

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)

 
品  目 

 

金額(千円) 
前年同四 

半期比(％)
金額(千円)

前年同四 

半期比(％)
  

受託製品   

 半導体製造装置関連 1,065,468 △50.8 532,512 △50.0  

 産業用制御機器 546,330 19.0 355,912 △34.9  

 計測機器 398,865 △18.2 246,039 △38.3  

 小計 2,010,664 △35.4 1,134,464 △43.6  

自社製品   

 組込みモジュール 310,152 △46.6 148,137 △52.2  

 画像処理モジュール 302,491 10.8 140,535 △53.5  

 計測通信機器 328,440 △38.6 252,757 △23.0  

 小計 941,084 △32.2 541,430 △42.5  

商品   

 自社製品関連商品 147,990 179.8 39,519 △73.3  

合計 3,099,738 △31.9 1,715,414 △44.7  

 (注)１ 金額は販売価格にて表示しております。 

   ２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

   ３ ①受注高及び②受注残高の前第２四半期連結累計期間の前年同四半期比につきましては、四半期適用初

年度であるため記載しておりません。 
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