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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 25,514 ― 645 ― 404 ― △247 ―

20年3月期第3四半期 31,603 △8.2 2,059 △24.0 2,664 △23.0 1,474 △34.0

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

21年3月期第3四半期 △7.07 ―

20年3月期第3四半期 42.14 42.09

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

21年3月期第3四半期 53,415 42,113 78.6 1,199.32
20年3月期 55,248 42,847 77.4 1,221.91

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  41,968百万円 20年3月期  42,757百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 18.00 18.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 30,000 △26.3 △950 ― △950 ― △750 ― △21.43

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、２ページ【定性的情報】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、２ページ【定性的情報】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．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、様々な要因により大きく異なる可能性が有ります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１2号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  34,994,424株 20年3月期  36,549,629株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  935株 20年3月期  1,557,505株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  34,993,129株 20年3月期第3四半期  34,991,711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 3 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界

的金融危機や円高による輸出産業への深刻な影響により、景気後退が顕著になってきました。 
このような状況のもと、当社グループは、経営資源を電子材料分野及びディスプレイ材料分野

に集中し売上の増大を図るとともにコスト削減に努めてまいりましたが、景気後退による実需要

の減少と在庫調整の影響を大きく受けました。 
当第 3 四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、255 億 14 百万円（前年同期比

19.3%減）となりました。損益面につきましては、営業利益 6 億 45 百万円（前年同期比 68.7%
減）、経常利益 4 億 4 百万円（前年同期比 84.8%減）、四半期純損失 2 億 47 百万円となりました。 
なお、前年同期比は参考として記載しております。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第 3 四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 18 億 32 百万円減少し 534

億 15 百万円となりました。 
流動資産は、有形固定資産の取得等により現金及び預金が 14 億 92 百万円減少、売上高の減少

により受取手形及び売掛金が 13 億 54 百万円減少し、流動資産合計は 32 億 64 百万円の減少と

なりました。 
固定資産は、３D 関連材料の生産設備増強等により有形固定資産が 19 億 64 百万円増加し、固

定資産合計は 14 億 32 百万円の増加となりました。 
負債は、10 億 98 百万円減少し 113 億 2 百万円となりました。 
流動負債では、原材料仕入れの減少等により支払手形及び買掛金が 22 億 51 百万円減少しまし

た。 
固定負債では、設備投資決済資金の調達により長期借入金が 19 億 8 百万円増加しました。 
純資産合計は 7 億 33 百万円減少し 421 億 13 百万円となりました。これは、主に配当実施に伴

う利益剰余金の減少によります。 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想に関する情報につきましては、平成 20 年 12 月 18 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」をご参照下さい。 
 
４．その他 
（1） 期中における重要な子会社の異動（連結の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 

税金費用については、当第 3 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。 
なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 
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（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 
①  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用してお

ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
②  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号

（平成５年６月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改正））が平成 20 年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を適用しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益に与える影響はありません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,378,822 5,871,007

受取手形及び売掛金 8,874,306 10,228,577

商品 127,642 112,068

製品 232,580 222,183

半製品 2,865,287 3,022,017

原材料 1,706,716 2,085,035

仕掛品 1,401,116 1,594,233

その他 1,693,728 1,318,285

貸倒引当金 △160,292 △68,900

流動資産合計 21,119,906 24,384,509

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,490,331 7,537,094

機械装置及び運搬具（純額） 5,102,130 5,813,344

その他（純額） 4,433,571 2,710,876

有形固定資産合計 18,026,034 16,061,314

無形固定資産   

のれん 71,181 87,940

その他 96,757 119,842

無形固定資産合計 167,938 207,782

投資その他の資産   

投資有価証券 13,289,665 13,947,008

その他 1,156,885 910,185

貸倒引当金 △344,502 △262,489

投資その他の資産合計 14,102,048 14,594,705

固定資産合計 32,296,021 30,863,802

資産合計 53,415,928 55,248,312
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,564,468 8,815,516

短期借入金 1,211,400 390,000

未払法人税等 63,498 135,216

賞与引当金 229,101 572,749

役員賞与引当金 4,476 8,549

その他 1,156,128 2,317,687

流動負債合計 9,229,072 12,239,718

固定負債   

長期借入金 1,908,140 －

退職給付引当金 27,992 27,773

その他 137,400 133,795

固定負債合計 2,073,532 161,569

負債合計 11,302,605 12,401,288

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,117,256 7,117,253

資本剰余金 6,229,282 6,229,282

利益剰余金 28,622,963 32,126,042

自己株式 △596 △3,211,749

株主資本合計 41,968,905 42,260,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 124,036 434,965

為替換算調整勘定 △124,715 61,604

評価・換算差額等合計 △678 496,569

新株予約権 131,173 89,625

少数株主持分 13,921 －

純資産合計 42,113,322 42,847,024

負債純資産合計 53,415,928 55,248,312
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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）

当第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) 

売上高 25,514,757

売上原価 22,354,881

売上総利益 3,159,876

販売費及び一般管理費 2,514,575

営業利益 645,300

営業外収益  

受取利息 18,421

受取配当金 32,288

受取技術料 53,100

受取賃貸料 54,466

その他 65,189

営業外収益合計 223,465

営業外費用  

支払利息 15,857

持分法による投資損失 46,117

為替差損 131,829

貸倒引当金繰入額 49,727

その他 221,064

営業外費用合計 464,597

経常利益 404,168

特別利益  

前期損益修正益 1,510

固定資産売却益 6,012

投資有価証券売却益 83,829

その他 8,958

特別利益合計 100,311

特別損失  

固定資産売却損 486

減損損失 2,110

投資有価証券評価損 503,520

その他 21,209

特別損失合計 527,326

税金等調整前四半期純損失（△） △22,846

法人税、住民税及び事業税 176,791

過年度法人税等 47,965

法人税等合計 224,757

少数株主損失（△） △156

四半期純損失（△） △247,446
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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）

当第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) 

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（△） △22,846

減価償却費 1,828,108

減損損失 2,110

のれん償却額 14,376

株式報酬費用 43,507

新株予約権戻入益 △1,958

貸倒引当金の増減額（△は減少） 173,405

賞与引当金の増減額（△は減少） △343,648

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,072

受取利息及び受取配当金 △50,709

支払利息 15,857

為替差損益（△は益） 98,357

持分法による投資損益（△は益） 46,117

持分変動損益（△は益） △4,567

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △83,829

投資有価証券評価損益（△は益） 542,813

固定資産売却損益（△は益） △5,526

有形固定資産除却損 2,108

前期損益修正損益（△は益） △1,510

売上債権の増減額（△は増加） 1,214,036

たな卸資産の増減額（△は増加） 611,267

仕入債務の増減額（△は減少） △2,251,047

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,071

その他の資産の増減額（△は増加） 39,442

その他の負債の増減額（△は減少） △72,787

その他 235

小計 1,766,165

利息及び配当金の受取額 319,552

利息の支払額 △19,183

法人税等の支払額 △394,750

過年度法人税等の支払額 △62,623

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,609,160

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 △140,000

定期預金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △4,872,664

有形固定資産の売却による収入 36,958

無形固定資産の取得による支出 △3,810

投資有価証券の取得による支出 △356,250

投資有価証券の売却による収入 128,142

貸付けによる支出 △114,892

貸付金の回収による収入 524

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,301,994
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（単位：千円）

当第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) 

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） 320,000

長期借入れによる収入 2,500,000

長期借入金の返済による支出 △90,460

リース債務の返済による支出 △1,004

自己株式の取得による支出 △596

配当金の支払額 △628,961

少数株主からの払込みによる収入 21,028

その他 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,119,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,612,185

現金及び現金同等物の期首残高 4,856,007

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,243,822
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（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〕

当第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）

工業用素材等製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。　

〔所在地別セグメント情報〕

当第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）　

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

当第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）

アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 8,597,467 89,225 43,489 8,730,182

Ⅱ　連結売上高（千円） 25,514,757

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
33.7 0.3 0.2 34.2

　（注）１．地域は、地理的接近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下記のとおりであります。

アジア地域　　　韓国、中国、台湾、マレーシア等

北米地域　　　　米国、カナダ

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対する売上高（間接輸出を含む）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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 31,603,098

Ⅱ　売上原価 27,128,428

売上総利益 4,474,669

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１　運賃梱包費 533,795

２　給料手当 566,757

３　賞与引当金繰入額 83,436

４　役員賞与引当金繰入額 8,057

５　退職給付引当金繰入額
　

28,480

６　貸倒引当金繰入額 14,182

７　その他 1,180,229

営業利益 2,059,730

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 26,416

２　受取配当金 36,877

３　持分法による投資利益 568,359

４　その他 171,368

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 2,547

２　たな卸資産廃棄損 24,338

３　為替差損 55,150

４　売上債権売却損 24,851

５　賃貸費用 28,001

６　貸倒引当金繰入額 34,592

７　その他 28,681

経常利益 2,664,589
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科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産売却益 2,000

２　貸倒引当金戻入益 1,111

３　役員賞与引当金戻入益 650

４　その他 495

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産売却損 51,704

２　たな卸資産廃棄損 100,489

３　投資有価証券評価損 188,824

４　その他 120,414

税金等調整前四半期純利益 2,207,412

法人税等 732,957

四半期純利益 1,474,455
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（２）（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20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前四半期純利
益

2,207,412

減価償却費 1,838,666

のれん償却額 4,883

株式報酬費用 43,898

持分法による投資利益 △568,359

固定資産売却益 △2,000

固定資産売却損 51,704

有形固定資産除却損 2,831

投資有価証券等評価損 164,744

子会社株式評価損 27,751

為替差損 57,603

賞与引当金の減少額 △64,978

役員賞与引当金の減少額 △3,494

退職給付引当金の増加額 969

投資損失引当金の増加額 40,000

貸倒引当金の増加額 47,664

受取利息及び受取配当金 △63,294

支払利息 2,547

売上債権の増加額 △1,171,391

たな卸資産の増加額 △904,810

仕入債務の増加額　 3,567,517

未払消費税等の減少額 △132,052

その他資産の減少額 197,724

その他負債の増加額 155,560

その他 △299

小計 5,500,799

利息及び配当金の受取額 362,220

利息の支払額 △1,252

法人税等の支払額 △915,539

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,946,227
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前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　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

△230,000

定期預金の払戻による収
入

475,000

有形固定資産の取得によ
る支出

△1,442,866

有形固定資産の売却によ
る収入

35,315

無形固定資産の取得によ
る支出

△34,555

投資有価証券の取得によ
る支出

△708,000

投資有価証券の売却によ
る収入

5,311

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得

△336,076

貸付による支出 △27,599

貸付金の回収による収入 110,925

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,152,546

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の減少額 △100,000

自己株式の取得による支
出

△1,187

配当金の支払額 △907,437

その他 △205

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,008,831

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△31,921

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

1,752,928

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

4,057,698

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

5,810,627
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