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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 5,339 80.6 492 ― 564 ― 391 ―
22年3月期第3四半期 2,956 △32.5 △305 ― △185 ― △43 ―

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

23年3月期第3四半期 52.91 52.71
22年3月期第3四半期 △5.73 ―

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月期第3四半期 10,888 9,153 78.0 1,146.52
22年3月期 10,824 9,224 79.3 1,158.73

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  8,493百万円 22年3月期  8,584百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
23年3月期 ― 8.00 ―
23年3月期 

（予想）
10.00 18.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 7,100 58.8 585 ― 650 ― 440 859.7 59.39



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続きを実施しております。 

※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。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】４ページ「連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期3Q 8,064,542株 22年3月期  8,064,542株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  656,375株 22年3月期  656,227株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 7,408,210株 22年3月期3Q 7,591,370株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の持ち直し、また
経済対策の効果などにより景気は緩やかに回復しつつあるものの、不安定な海外経済や円高進行の
影響により、依然として不透明な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、前期後半から各種デジタル機器の

需要が回復し、大手半導体メーカーの大型投資が再開されるなど、半導体製造装置市場の需要は、
昨年に比べ大幅な回復を持続しております。 
このような経営環境のもと、当社グループは新規分野の顧客開拓や新製品投入を目指し、顧客の

信頼を得る品質の確保とともに、コスト削減を含めた生産性の向上に取り組んでおります。 
この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,339百万円（前年同四半期比80.6％増）、営

業利益は492百万円(前年同四半期は305百万円の損失)、経常利益は564百万円(前年同四半期は185
百万円の損失)、四半期純利益は391百万円(前年同四半期は43百万円の損失)となりました。 

 
当社グループでは、事業内容を２つの報告セグメントに分けております。当第３四半期連結累計

期間におけるセグメント別の状況は次のとおりであります。 
① 受託製品 

当該セグメントは、半導体製造装置関連、産業用制御機器及び計測機器の開発・製造・販売
を行っております。当第３四半期連結累計期間は半導体製造装置関連の特に前工程の大幅な受
注拡大により売上高は3,729百万円（前年同四半期比87.5％増）、セグメント営業利益は554百
万円となりました。 
当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。 
イ）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。半導体メーカーの設備稼働
率の改善により大手半導体メーカーの設備投資が再開され、当第３四半期連結累計期間に
おいてもさらに受注が増大したため、売上高は大幅に増加いたしました。 

この結果、売上高は2,608百万円（前年同四半期比143.4％増）となりました。 
ロ）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。昨年はじめよりFA全般において受注に改善の兆しが見ら
れ、本格的な回復に至らないものの売上高は増加いたしました。 

この結果、売上高は654百万円（前年同四半期比22.3％増)となりました。 
ハ）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。主力の電力関連機器全般の回復基調に加え、工業
用計測機器の回復により、売上高は増加いたしました。 

この結果、売上高は466百万円（前年同四半期比22.0％増)となりました。 
 

② 自社製品 
当該セグメントは、組込みモジュール、画像処理モジュール及び計測通信機器の開発・製

造・販売並びにこれらに付属する周辺機器及びソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行
っております。当第３四半期連結累計期間は組込みモジュール及び画像処理モジュールの受注
拡大により売上高は1,609百万円（前年同四半期比66.4％増）、セグメント営業利益は287百万
円となりました。 
当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。 
イ）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。FA
全般の需要の急回復に加え、半導体製造装置関連の好転により、売上高は大幅に増加いた

しました。 

この結果、売上高は543百万円（前年同四半期比129.6％増）となりました。 
ロ）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。売上比率が
高い液晶関連機器の設備投資の回復、FA 全般が回復したことに加え、新分野での新製品の
販売が貢献したことにより売上高は大幅に増加いたしました。 

この結果、売上高は454百万円（前年同四半期比94.1％増）となりました。 
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ハ）計測通信機器 
当該品目は、超高速シリアル通信モジュール「GiGA CHANNEL」シリーズ、FAXサーバ・

コールセンター向けCTI（Computer Telephony Integration）及びリモート監視機器を提
供しております。半導体製造装置業界及びFA全般は回復が進み、売上高は増加いたしまし
た。 

この結果、売上高は475百万円（前年同四半期比10.2％増）となりました。 
ニ）自社製品関連商品 

当該品目は、自社製品の販売促進とシステム販売による高付加価値化を図るため、ソフ
トウェア及び付属の周辺機器を提供しております。自社製品全般が回復に転じたことによ
り、売上高は大幅に増加いたしました。 

この結果、売上高は135百万円（前年同四半期比109.7％増）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産は10,888百万円（前連結会計年度末に比べ64百万円

の増加）となりました。 

流動資産につきましては、主に、現金及び預金が156百万円増加、業績の回復を背景に受取手

形及び売掛金が247百万円増加、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品これらのたな卸資産

が259百万円増加、その他が80百万円増加した結果、744百万円増加し7,121百万円となりました。

固定資産につきましては、積極的な設備投資は行っておらず、主に、減価償却により有形固定資

産が52百万円減少、無形固定資産が13百万円減少、投資その他の資産が投資有価証券の時価変動

等の影響により613百万円減少した結果、679百万円減少し3,767百万円となりました。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は1,735百万円（前連結会計年度末に比べ134百万円

の増加）となりました。 

流動負債につきましては、主に、原材料等の購入増加に伴い支払手形及び買掛金が141百万円

増加、未払法人税等が101百万円増加、賞与引当金が8百万円減少、役員賞与引当金が9百万円増

加、その他が預り金、未払消費税及び未払金等の増加により137百万円増加した結果、380百万円

増加し1,273百万円となりました。固定負債につきましては、主に、その他が繰延税金負債の減

少により248百万円減少した結果、245百万円減少し462百万円となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は9,153百万円（前連結会計年度末に比べ70百万

円の減少）となりました。 

主に、利益剰余金が273百万円増加、その他有価証券評価差額金が363百万円減少、少数株主持

分が16百万円増加したことが要因となります。 

なお、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は78.0％（前連結会計年度末に比べ

1.3ポイントの減少）となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況の分析 

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、2,811百万円（前連結会計年度

末に比べ56百万円の増加）となりました。 

また、当第３四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュフローは、170百万円の増加

（前年同四半期は206百万円の増加）であります。 

営業活動、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローの主な内容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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、237百万円の増加（前年同四半期は377百万円の増

加）となりました。 

主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上、仕入債務の増加等の増加要因が、

売上債権、たな卸資産及び未収入金の増加等の減少要因を上回ったことによる増加となりま

す。 
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（投資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・フローは、66百万円の減少（前年同四半期は170百万円の減

少）となりました。 

主に、定期預金の払戻、投資有価証券の売却による収入等といった増加要因を、定期預金の

預入、有形及び無形固定資産の取得といった減少要因が上回ったことによる減少となります。 

（財務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・フローは、114百万円の減少（前年同四半期は218百万円の減

少）となりました。 

主に、配当金の支払等の減少要因によるものです。 

 

(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22年５月14日付「平成22年３月期 決算短信」に公表いた

しました業績予想及び配当予想を平成22年９月14日に修正発表を行っております。 

なお、本資料に記載した業績予想等は、概ね計画通りに推移しており、平成22年９月14日に公

表した数値からの変更はございません。 

また今後、当社グループを取り巻く環境が著しく変化した場合等、業績に影響を及ぼす事態が

生じた場合には速やかに適時開示を行います。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はございません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、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。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はございません。 
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３. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,601,621 3,444,975

受取手形及び売掛金 1,421,821 1,174,577

有価証券 10,147 10,140

商品及び製品 287,902 283,928

仕掛品 431,743 292,472

原材料及び貯蔵品 788,243 671,676

その他 579,803 499,498

流動資産合計 7,121,285 6,377,269

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,316,699 1,316,699

その他（純額） 986,145 1,038,862

有形固定資産合計 2,302,845 2,355,562

無形固定資産 49,901 63,620

投資その他の資産   

投資有価証券 1,351,387 1,963,334

その他 93,891 95,566

貸倒引当金 △30,563 △30,653

投資その他の資産合計 1,414,715 2,028,246

固定資産合計 3,767,462 4,447,430

資産合計 10,888,747 10,824,700

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 840,673 699,515

未払法人税等 116,797 15,623

賞与引当金 92,229 100,521

役員賞与引当金 9,342 －

その他 214,175 76,714

流動負債合計 1,273,217 892,375

固定負債   

退職給付引当金 93,300 90,770

役員退職慰労引当金 77,030 77,030

その他 291,981 540,422

固定負債合計 462,312 708,222

負債合計 1,735,529 1,600,598
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(単位：千円)

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成22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22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 3,457,993 3,184,580

自己株式 △277,538 △277,459

株主資本合計 7,994,239 7,720,905

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 499,379 863,305

評価・換算差額等合計 499,379 863,305

新株予約権 8,843 5,527

少数株主持分 650,756 634,364

純資産合計 9,153,218 9,224,102

負債純資産合計 10,888,747 10,824,700
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,956,528 5,339,211

売上原価 2,231,481 3,646,194

売上総利益 725,047 1,693,017

販売費及び一般管理費 1,030,411 1,200,451

営業利益又は営業損失（△） △305,364 492,565

営業外収益   

受取利息 2,746 1,703

受取配当金 65,050 61,186

助成金収入 36,619 －

その他 15,617 9,142

営業外収益合計 120,033 72,031

営業外費用   

為替差損 － 1

支払手数料 606 －

営業外費用合計 606 1

経常利益又は経常損失（△） △185,936 564,595

特別利益   

固定資産売却益 － 300

投資有価証券売却益 100,877 70,594

その他 100 90

特別利益合計 100,977 70,984

特別損失   

固定資産除却損 646 65

特別損失合計 646 65

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（△）

△85,605 635,514

法人税、住民税及び事業税 7,518 119,264

法人税等調整額 △47,906 104,163

法人税等合計 △40,387 223,427

少数株主損益調整前四半期純利益 － 412,086

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,756 20,141

四半期純利益又は四半期純損失（△） △43,461 391,945
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△85,605 635,514

減価償却費 128,601 115,591

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,042 △8,292

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 9,342

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,409 2,530

受取利息及び受取配当金 △67,797 △62,889

助成金収入 △36,619 －

固定資産除却損 646 65

固定資産売却損益（△は益） － △300

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △100,877 △70,594

売上債権の増減額（△は増加） △130,478 △247,244

たな卸資産の増減額（△は増加） 156,022 △259,812

未収入金の増減額（△は増加） 42,260 △211,361

仕入債務の増減額（△は減少） 227,810 133,240

未払消費税等の増減額（△は減少） △260 36,946

その他 45,950 85,227

小計 146,019 157,963

利息及び配当金の受取額 68,473 63,161

助成金の受取額 37,192 20,658

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 125,686 △4,588

営業活動によるキャッシュ・フロー 377,373 237,194

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 △700,000 △800,000

定期預金の払戻による収入 500,000 700,000

投資有価証券の取得による支出 △56,456 －

投資有価証券の売却による収入 101,502 71,219

有形固定資産の取得による支出 △6,159 △33,298

無形固定資産の取得による支出 △9,427 △5,637

その他 △189 1,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,730 △66,395

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 △152,048 △79

配当金の支払額 △62,263 △110,316

少数株主への配当金の支払額 △3,750 △3,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △218,062 △114,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,419 56,653

現金及び現金同等物の期首残高 2,659,344 2,755,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,647,924 2,811,769
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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) 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21年４月１日 至 平成21年12月31日） 
連結グループは、産業用コンピュータ及び周辺装置の開発、製造、販売のみを行っており、単一の
事業分野での事業活動を行っているため、記載を行っておりません。 
 

【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21年４月１日 至 平成21年12月31日） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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21年４月１日 至 平成21年12月31日） 
海外売上高は連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 
  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「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。 

 

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及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
あります。 

当社は、産業用電子機器の開発・製造・販売を行っており、組込・画像・通信・A/D変換の総合力に
より受託製品及び自社製品として営業展開しております。 

したがって、当社は営業展開の意思決定等を実施する上で重要な管理単位となる「受託製品」及び
「自社製品」の２つを報告セグメントとしております。 

「受託製品」は、半導体製造装置関連、産業用制御機器及び計測機器の開発・製造・販売を行って
おります。「自社製品」は、組込みモジュール、画像処理モジュール及び計測通信機器の開発・製
造・販売並びにこれらに付属する周辺機器及びソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行ってお
ります。 

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

（単位：千円） 

 受託製品 自社製品 合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 3,729,553 1,609,658 5,339,211 

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － 

計 3,729,553 1,609,658 5,339,211 

セグメント利益 554,111 287,136 841,248 
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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） 

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 841,248 

セグメント間取引消去 － 

全社費用（注） △348,682 

四半期連結損益計算書の営業利益 492,565 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

（1）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

前第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)

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

セグメントの名称 

及び詳細品目 

 
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 884,168 △15.3 1,939,387 119.3 

 産業用制御機器 437,129 △34.4 532,616 21.8 

 計測機器 314,410 △18.3 336,890 7.1 

 小計 1,635,709 △21.9 2,808,895 71.7 

自社製品  

 組込みモジュール 120,723 △55.6 328,221 171.9 

 画像処理モジュール 108,351 △50.2 204,912 89.1 

 計測通信機器 175,103 △42.9 191,129 9.2 

 小計 404,178 △49.2 724,263 79.2 

合計 2,039,887 △29.4 3,533,159 73.2 

(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 自社製品セグメントにおいては、記載した詳細品目に付属する周辺機器の提供として、自社製品関

連商品の販売を行っておりますが、当該仕入実績は、② 商品仕入実績として別途記載しておりま

す。 

 

② 商品仕入実績 

前第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)

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

セグメントの名称 

及び詳細品目 

 
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  

 自社製品関連商品 52,987 △68.0 117,008 120.8 

 小計 52,987 △68.0 117,008 120.8 

合計 52,987 △68.0 117,008 120.8 

(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。 
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③ 受注状況及び販売状況 

イ） 受注高 

前第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)

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) セグメントの名称 

及び詳細品目 

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 1,293,085 △0.2 2,398,192 85.5 

 産業用制御機器 556,711 △22.3 640,366 15.0 

 計測機器 438,730 △22.8 472,664 7.7 

 小計 2,288,528 △11.3 3,511,223 53.4 

合計 2,288,528 △11.3 3,511,223 53.4 

 

ロ） 受注残高 

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) セグメントの名称 

及び詳細品目 

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 287,825 277.5 255,467 △11.2 

 産業用制御機器 178,614 △13.0 212,856 19.2 

 計測機器 121,603 33.3 140,444 15.5 

 小計 588,044 57.7 608,768 3.5 

合計 588,044 57.7 608,768 3.5 

 

ハ） 販売実績 

前第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)

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

セグメントの名称 

及び詳細品目 

 
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 1,071,911 △24.3 2,608,815 143.4 

 産業用制御機器 534,817 △28.3 654,144 22.3 

 計測機器 382,430 △34.0 466,592 22.0 

 小計 1,989,159 △27.4 3,729,553 87.5 

自社製品  

 組込みモジュール 236,538 △44.7 543,082 129.6 

 画像処理モジュール 234,285 △44.5 454,722 94.1 

 計測通信機器 431,739 △28.3 475,945 10.2 

 自社製品関連商品 64,805 △65.5 135,908 109.7 

 小計 967,369 △41.0 1,609,658 66.4 

合計 2,956,528 △32.5 5,339,211 80.6 

(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 第１四半期連結累計期間よりセグメントに関連付けて記載しているため、前第３四半期連結累計期間の記

載方法と異なりますが、記載した金額に影響はありません。 

４ 受注高及び受注残高は受託ゼグメントの内容であり、自社製品セグメントにおいては、需要予測に基づく

見込生産を行っているため、該当事項はありません。 
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