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(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 11,517 16.5 719 7.2 732 2.1 268 0.6

19年３月期第３四半期 9,885 11.4 670 166.3 717 180.9 267 106.4

19年３月期 14,560 － 968 － 1,019 － 459 －

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

  円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 47 11 44 01

19年３月期第３四半期 48 31 43 60

19年３月期 82 44 74 86

(2）連結財政状態  

  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

20年３月期第３四半期 18,828 8,869 46.9 1,548 72

19年３月期第３四半期 17,263 8,580 49.4 1,496 70

19年３月期 17,861 8,831 48.9 1,532 78

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第３四半期 △220 △234 783 1,287 

19年３月期第３四半期 131 △452 △819 1,438 

19年３月期 239 △526 △1,336 962 

- 1 -



２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日 ～ 平成20年３月31日） 【参考】 

  平成19年11月13日に公表しました通期業績予想は、変更ありません。 

３．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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              ： 有 

(3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            ： 有 

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

  （％表示は対前期増減率）

  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 16,220 11.4 1,035 6.9 1,035 1.6 405 △11.8 71 01

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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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３四半期におけるわが国経済は、原油の高止まりによる原材料の高騰や、米国個人向け住宅融資問題による金融

市場の不安定感が企業業績の成長減速懸念となって不透明感を醸し出しておりますが、旺盛な雇用情勢や個人消費の堅

調などから、景気は緩やかな状況で推移いたしました。 

 電気・電子業界におきましては、液晶やプラズマなどの薄型テレビや携帯電話、パソコンなどのデジタル家電への需

要は好調に推移しておりますが、これらに伴う設備投資は勝ち組に集約され寡占化の様相を呈しております。 

 このような状況のもと、当社グループは新規取引先の開拓に向けた市場調査の追及、新製品開発のため取引先との一

層の関係強化及び情報収集、生産環境の見直しと品質向上に向けた取組みの推進を行ってまいりました。 

 この結果、当第3四半期の連結会計期間における業績は、売上高は11,517百万円（前年同期比16.5％増）、営業利益

は719百万円（前年同期比7.2％増）、経常利益は732百万円（前年同期比2.1％増）、四半期純利益は268百万円（前年

同期比0.6％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績とその要因は次のとおりであります。 

  なお、当期から各区分に属する主要な製・商品の変更を行っております。また、同年同期比較に当たっては前第３四

半期分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

【電子部品事業】 

 当社の液晶バックライト用モリブデン電極にとって液晶テレビの大型化・薄型化は、モリブデン電極の高出力耐性・

高輝度といった特性に合致しており、国内及び海外の取引先からの多くの注文をいただいておりますが、毎年年末に起

こる各社の在庫調整により、当四半期後半の売上に若干の陰りを生じながら推移いたしました。 

 また、プロセス部品については、利益確保のため新製品の販売に向けた取組みを進めておりますが、当第３四半期に

影響を及ぼすに至りませんでした。 

 この結果、売上高は4,602百万円（前年同期比34.4％増）、営業利益は673百万円（前年同期比16.5％増）となりまし

た。 

【プローブカード事業】 

 半導体メーカー各社においては、下期に入って投資及び生産に慎重さが増してきており、これら一連の流れの中で当

社も厳しい受注環境となりました。しかし新製品による取引先への提案、お客様の需要を捉えた営業戦略などの積極的

営業活動などから、売上・利益ともに減少幅を極力抑えることが出来ました。 

 この結果、売上高は5,280百万円（前年同期比0.3％減）、営業利益は1,059百万円（前年同期比0.3％減）となりまし

た。 

【装置事業】 

 当社取引先の設備投資計画は下期から来期に向け大きく持ち越されたため、その影響を受けて売上の修正計画をいた

しましたが、まだまだ非常に厳しい環境下におかれております。しかしながら、海外で非接触オープン・ショートテス

トシステム（製品名：L-DAS plus）の納入やビジョン関連への営業活動が功を奏し、当第３四半期においては計画を達

成いたしました。 

 この結果、売上高は1,634百万円（前年同期比40.5％増）、営業損失は365百万円（前年同期の営業損失は491百万

円）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、主として有形固定資産が減少し、受取手形及び売掛金が増加したことにより、前連結会

計年度末に比べて967百万増加して18,828百万円となりました。負債は、短期借入金が増加したことにより前連結会計

年度に比べ929百万円増加し9,958百万円となりました。前連結会計年度末の純資産合計は8,831百万円であり、当第３

四半期末の純資産は8,869百万円となり、自己資本比率は、46.9％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ324百

万円増加し、当第３四半期末残高は1,287百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそ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） 

 営業活動の結果使用した資金は220百万円となりました。これは主に税金等調整前第３四半期純利益594百万円、仕入

債務の増加額441百万円等の収入要因があったものの、売上債権の増加808百万円、法人税額の支払額504百万円等の支

出要因があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は234百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出211百万円等の支

出要因があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は783百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出478百万円、社債の

償還による支出151百万円等の支出があったものの、短期借入金の純増加額1,556百万円等の収入要因があったことによ

るものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績予想につきましては、平成19年11月13日付「平成20年３月期中間決算短信」において発表いたしました業

 績予想から変更しておりません。 

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

    税金費用の計算等については、一部簡便な方法を採用しております。 

(3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

    当社及び国内連結子会社は、当期から法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につ

 いては、改正後の法人税方に基づく減価償却方法に変更しております。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期 
第３四半期末） 

当四半期末 
（平成20年３月期 
第３四半期末） 

増減 
（参考）前期末 

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

 現金及び預金 1,444,124 1,313,107 △131,016 △9.1 971,790

 受取手形及び 
 売掛金 5,622,069 7,905,142 2,283,073 40.6 7,105,344

 たな卸資産 2,869,315 2,715,352 △153,963 △5.4 2,676,714

 その他 879,862 845,798 △34,063 △3.9 699,412

流動資産合計 10,815,372 12,779,402 1,964,030 18.2 11,453,260

Ⅱ 固定資産          

有形固定資産 4,447,529 3,977,068 △470,460 △10.6 4,318,090

無形固定資産  362,290 332,811 △29,479 △8.1 384,995

投資その他の資
産 1,638,430 1,738,750 100,319 6.1 1,704,699

固定資産合計 6,448,250 6,048,630 △399,620 △6.2 6,407,784

資産合計 17,263,622 18,828,032 1,564,409 9.1 17,861,045
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科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期 
第３四半期末） 

当四半期末 
（平成20年３月期 
第３四半期末） 

増減 
（参考）前期末 

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

支払手形及び 
買掛金 2,625,367 3,654,315 1,028,948 39.2 3,257,998

短期借入金  3,198,260 3,152,586 △45,674 △1.4 1,859,120

一年以内償還 
予定社債  － 528,000 528,000 － －

賞与引当金  101,400 97,609 △3,791 △3.7 201,559

その他  995,834 810,637 △185,197 △18.6 1,100,309

流動負債合計 6,920,863 8,243,148 1,322,285 19.1 6,418,988

Ⅱ 固定負債          

社債  679,000 － △679,000 － 679,000

長期借入金  425,012 1,031,784 606,772 142.8 1,259,090

退職給付引当金  484,811 542,232 57,421 11.8 506,995

その他 172,956 141,709 △31,246 △18.1 165,491

固定負債合計 1,761,780 1,715,727 △46,053 △2.6 2,610,576

負債合計 8,682,643 9,958,875 1,276,232 14.7 9,029,565

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

資本金 2,323,105 2,323,105 － － 2,323,105

資本剰余金  2,984,214 2,984,214 － － 2,984,214

利益剰余金  3,174,934 3,493,270 318,335 10.0 3,367,183

自己株式 △72,532 △72,532 － － △72,532

株主資本合計 8,409,721 8,728,057 318,335 3.8 8,601,970

Ⅱ 評価・換算差額
等          

その他有価証券
評価差額金 74,909 44,914 △29,994 △40.0 66,506

為替換算調整勘
定  51,722 60,089 8,366 16.2 73,681

評価・換算差額
等合計 126,632 105,004 △21,627 △17.1 140,187

Ⅲ 少数株主持分 44,624 36,094 △8,530 △19.1 89,321

純資産合計 8,580,979 8,869,156 288,177 3.4 8,831,480

負債、純資産 
合計 17,263,622 18,828,032 1,564,409 9.1 17,861,045
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成19年３月期 
第３四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

増減 
（参考）前期 

（平成19年３月期） 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 9,885,598 11,517,579 1,631,981 16.5 14,560,993

Ⅱ 売上原価 6,767,247 8,167,816 1,400,569 20.7 10,313,803

売上総利益 3,118,350 3,349,763 231,412 7.4 4,247,189

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

2,447,644 2,630,617 182,972 7.5 3,279,179

営業利益 670,705 719,145 48,439 7.2 968,010

Ⅳ 営業外収益 101,308 132,820 31,511 31.1 163,075

Ⅴ 営業外費用 54,877 119,909 65,032 118.5 112,010

経常利益 717,137 732,056 14,919 2.1 1,019,075

Ⅵ 特別利益 16,683 7,728 △8,955 △53.7 19,606

Ⅶ 特別損失 246,184 145,627 △100,557 △40.8 245,812

税金等調整前四半
期（当期）純利益 487,636 594,158 106,521 21.8 792,869

法人税、住民税 
及び事業税 

337,239 351,576 14,337 4.3 401,807

法人税等調整額  △99,254 25,395 124,650 － △55,680

少数株主利益 
（損失：△）  △17,401 △51,486 △34,085 195.6 △12,559

四半期（当期） 
純利益 

267,053 268,673 1,619 0.6 459,302
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日）              （単位：千円） 

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

少数株主 
持分 

 純資産合計 
  資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式 

株主資本 
合計 

平成18年３月31日残高 2,097,106 2,758,215 2,988,835 △72,251 7,771,905 127,992 61,100 7,960,999 

第３四半期中の変動額                

新株の発行 225,998 225,998     451,997     451,997 

剰余金の配当     △80,954   △80,954     △80,954 

当期純利益     267,053   267,053     267,053 

自己株式の取得       △280 △280     △280 

株主資本以外の項目の第
３四半期中の変動額（純
額） 

          △1,360 △16,475 △17,835 

第３四半期中の変動額合計 225,998 225,998 186,099 △280 637,815 △1,360 △16,475 619,979 

平成18年12月31日残高 2,323,105 2,984,214 3,174,934 △72,532 8,409,721 126,632 44,624 8,580,978 

当第３四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）              （単位：千円） 

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

少数株主 
持分 

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本 
合計 

平成19年３月31日残高 2,323,105 2,984,214 3,367,183 △72,532 8,601,970 140,187 89,321 8,831,480 

第３四半期中の変動額                

剰余金の配当     △142,586   △142,586     △142,586 

当期純利益     268,673   268,673     268,673 

株主資本以外の項目の第
３四半期中の変動額（純
額） 

          △35,183 △53,227 △88,410 

第３四半期中の変動額合計     126,086   126,086 △35,183 △53,227 37,676 

平成19年12月31日残高 2,323,105 2,984,214 3,493,270 △72,532 8,728,057 105,004 36,094 8,869,156 

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）                   （単位：千円） 

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

少数株主 
持分 

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本 
合計 

平成18年３月31日残高 2,097,106 2,758,215 2,988,835 △72,251 7,771,905 127,992 61,100 7,960,999 

連結会計年度中の変動額                

新株の発行 225,998 225,998     451,997     451,997 

剰余金の配当     △80,954   △80,954     △80,954 

当期純利益     459,302   459,302     459,302 

自己株式の取得        △280 △280     △280 

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額 
（純額） 

          12,195 28,221 40,416 

連結会計年度中の変動額合
計 

225,998 225,998 378,348 △280 830,064 12,195 28,221 870,481 

平成19年３月31日残高 2,323,105 2,984,214 3,367,183 △72,532 8,601,970 140,187 89,321 8,831,480 
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成19年３月期 
第３四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

（参考）前期 
（平成19年３月期） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による   
キャッシュ・フロー 

     

税金等調整前第3四半
期（当期）純利益 

487,636 594,158 792,869

減価償却費  415,783 387,243 585,746

売上債権の増減額 
（増加：△） 236,965 △808,532 △1,295,318

たな卸資産の増減額
（増加：△） △727,108 △66,144 △532,642

仕入債務の増減額 
（減少：△） 22,001 441,385 623,372

その他 51,872 △240,149 412,354

小計 487,150 307,960 586,381

法人税等の支払額 △323,601 △504,526 △270,806

その他  △32,405 △23,823 △76,241

営業活動による   
キャッシュ・フロー 131,143 △220,389 239,332

Ⅱ 投資活動による   
キャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得に
よる支出 △485,736 △211,096 △521,702

無形固定資産の取得に
よる支出 △38,280 △307 △38,303

その他 71,847 △23,533 33,387

投資活動による   
キャッシュ・フロー △452,169 △234,937 △526,619

Ⅲ 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
(減少：△） 

652,967 1,556,164 △639,189

長期借入れによる  
収入  

100,000 － 1,150,000

長期借入金の返済に 
よる支出  

△390,959 △478,928 △666,294

社債の償還による  
支出 

△1,100,000 △151,000 △1,100,000

親会社による配当金の
支払額  

△80,954 △142,586 △80,954

その他 △278 － △278

財務活動による   
キャッシュ・フロー 

△819,225 783,649 △1,336,716

 

- 9 -

㈱東京カソード研究所（6868）平成20年３月期　第３四半期財務・業績の状況



 
前年同四半期 

（平成19年３月期 
第３四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

（参考）前期 
（平成19年３月期） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

9,222 △3,503 16,902

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額（又は減少額） △1,131,028 324,818 △1,607,100

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

2,569,513 962,412 2,569,513

Ⅶ 現金及び現金同等物の
期末残高 1,438,484 1,287,230 962,412
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(5）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前年同四半期（平成19年３月期第３四半期） 

当四半期（平成20年３月期第３四半期） 

（注）当期より、従来「装置事業」に属する主要な製・商品として含めておりましたエッチャー用アルミパーツ、イ  

   ンプラ部品及び、シリコン電極は、「電子部品事業」に変更しております。また、「プローブカード事業」に 

   属していたループプローブを「装置事業」に変更しております。 

   なお、前年同四半期のセグメント情報を当四半期に用いた方法により区分すると次のようになります。 

前年同四半期（平成19年３月期第３四半期） 

 
電子部品事業 
（千円） 

プローブカード
事業 

（千円） 

装置事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 2,673,448 5,306,100 1,906,049 9,885,598 － 9,885,598

営業費用 2,262,533 4,238,411 2,235,910 8,736,856 478,035 9,214,892

営業利益 410,914 1,067,688 △329,861 1,148,741 △478,035 670,705

 
電子部品事業 
（千円） 

プローブカード
事業 

（千円） 

装置事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 4,602,616 5,280,426 1,634,536 11,517,579 － 11,517,579

営業費用 3,929,469 4,221,249 1,999,943 10,150,662 647,771 10,798,434

営業利益 673,146 1,059,177 △365,406 1,366,917 △647,771 719,145

 
電子部品事業 
（千円） 

プローブカード
事業 

（千円） 

装置事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 3,425,111 5,296,829 1,163,656 9,885,598 － 9,885,598

営業費用 2,847,356 4,234,591 1,654,908 8,736,856 478,035 9,214,892

営業利益 577,755 1,062,238 △491,251 1,148,741 △478,035 670,705
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〔生産、受注及び販売の状況〕 

 当期より、従来「装置事業」に属する主要な製・商品として含めておりましたエッチャー用アルミパーツ、イン

プラ部品及び、シリコン電極は、「電子部品事業」に変更しております。 

また、「プローブカード事業」に属していたループプローブを「装置事業」に変更しております。 

なお、前年同四半期にあたっては、変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

(1）生産実績 

連結生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は製造原価によっております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

当四半期 

（平成20年３月期第３四半期）  

金額（千円） 

前年同四半期 

（平成19年３月期第３四半期） 

金額（千円） 

電子部品事業 1,648,103 1,727,590 

プローブカード事業 2,883,193 2,983,974 

装置事業 1,167,278 1,057,641 

合計 5,698,575 5,769,207 

事業の種類別セグメントの名称 

当四半期 
（平成20年３月期第3四半期） 

前年同四半期 
（平成19年３月期第3四半期） 

受注高（千円） 
受注残高 

（千円） 
受注高（千円） 

受注残高 

（千円） 

電子部品事業 4,425,911 388,764 3,158,689 356,005 

プローブカード事業 5,215,549 319,547 5,272,435 394,949 

装置事業 2,033,593 1,721,053 3,115,471 2,584,920 

合計 11,675,053 2,429,365 11,546,597 3,335,875 

事業の種類別セグメントの名称 

当四半期 

（平成20年３月期第３四半期）  

金額（千円） 

前年同四半期 

（平成19年３月期第３四半期） 

 金額（千円） 

電子部品事業 4,602,616 3,425,111 

プローブカード事業 5,280,426 5,296,829 

装置事業 1,634,536 1,163,656 

合計 11,517,579 9,885,598 
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