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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 2,913 ― 26 ― △42 ― △126 ―
20年3月期第3四半期 2,625 ― 208 ― 188 ― 92 ―

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 △37.82 ―
20年3月期第3四半期 55.40 54.74

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 4,440 1,818 40.8 543.46
20年3月期 3,858 2,013 52.2 1,207.82

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,811百万円 20年3月期  2,013百万円

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  

当社は平成20年４月１日付で株式１株につき２株の分割を行っております。 
従いまして、平成21年３月期の予想につきましては、分割後の金額となっております。  

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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 0.00 0.00 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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 3,738 5.7 10 △96.8 △97 ― △168 ― △50.39

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）  有  

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(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、３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） 

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注) 当社は平成20年４月１日付で株式１株につき２株の分割を行っております。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。  

新規 1 社 （社名 株式会社ダイプラ ） 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  3,506,000株 20年3月期  1,753,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  172,097株 20年3月期  86,029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  3,333,925株 20年3月期第3四半期  1,667,104株
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当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日、以下同じ）の連結売上高は2,913
百万円となりました。 
事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

当事業の売上高は1,344百万円となりました。第２四半期迄は新興国を含めた急激な世界的需要の
減退により、若干の受注の落ち込みはあったものの、ＴＶ用パネルを始めとした大型パネルは回復傾
向にあると見込んでおりましたが、当第３四半期中頃（11月上旬）からフラットパネルディスプレイ
業界の生産調整の影響により、予想を大幅に超えて受注が減少する結果となりました。そのため、平
成20年12月15日付「営業外費用の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表のとおり、当
事業の受注減が主因により当期の業績予想を修正しております。 
当事業の今回の受注減は、大手家電メーカーの液晶テレビの減産により、液晶パネルメーカーの在

庫調整が長期化し、生産が減少しているためであります。それに伴い、当事業の主力製品であります
スペーサーテープは、液晶ディスプレイ等の駆動用ＬＳＩの実装に用いられるＣＯＦテープやＴＡＢ
テープを保護する資材であることから、今日の液晶パネルメーカーの大幅な減産に伴って、スペーサ
ーテープの売上高が減少しているためであります。そして、この傾向は、当期末まで続くものと見込
んでおります。 

当事業の売上高は1,072百万円となりました。当第３四半期には原油価格の高騰により、当事業の
主力製品であるシャーレをはじめ多くの製品の材料費が上昇したにもかかわらず、営業利益は第２四
半期から約34％伸張しました。製品別では、シャーレの売上が順調に伸びたほか、大腸菌/大腸菌群
検査試薬であるコリターグや分注済み培地も堅調であったことが利益確保につながりました。第４四
半期にはシャーレの主材料であるポリスチレンをはじめとする一部の材料費の下落が見込まれ、更な
る利益の確保が期待できます。 

当事業の売上高は463百万円となりました。2008年６月より稼働している粉末焼結積層造形機の活
用により、新規顧客からも元来得意としている開発がらみの引き合いを多く頂くようになりました。
今後は景気にそれほど影響されない医療器関連の製品の受注にも力を入れ、多品種少量の生産体制か
ら、高付加価値であるということには変わりはないながらも、多品種多量の生産にも対応できる体制
を整えていきます。また、自社商品の開発にも積極的に取り組んでいきます。 

当事業の売上高は32百万円となりました。粉末積層造形用ポリプロピレン供給が順調に進捗してお
ります。バイオテクノロジー関連・塗料関連での受注もスタートしました。 
 第３四半期に実行いたしましたラボと工場の統合による合理化も効果を出しております。 
 第４四半期には販売量増加を見込んでいます。  

当第３四半期累計期間の連結営業利益は、半導体資材事業の売上高減少に伴い、当事業の第３四半期
連結会計期間が74百万円の営業赤字となったこと、トライアル㈱及び㈱ダイプラの株式引受時に発生し
たのれん償却等の計上により26百万円となりました。 

当第３四半期累計期間の連結経常利益は、営業利益の減少や在外子会社（アテクトコリア）におい
て、当社向けの債務に対する為替差損58百万円の計上が主因により、△42百万円となりました。 

当第３四半期累計期間の連結四半期純利益は、たな卸資産の評価基準を変更(注)し、「たな卸資産評
価損」を特別損失に計上したこと、子会社において繰延税金資産の取崩等により△126百万円となりま
した。 

（注）1.「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を 

 適用し、評価基準を原価法から「原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）」に変更いたしました。 

2.前年同四半期増減率については参考として記載しております。 

  

・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
(1)当社および子会社の構成
①㈱アテクト…当社
②㈱アテクトコリア…半導体資材製造、韓国
③トライアル㈱…ポリマー微粒子製造、平成20年１月子会社化
④㈱ダイプラ…プラスチック造形、成形、平成20年４月子会社化

(2)売上高

① 半導体資材事業

② 衛生検査器材事業

③ プラスチック造形事業

④ ポリマー微粒子事業

(3)営業利益

(4)経常利益

(5)四半期純利益
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（資産） 
当第３四半期末における総資産は、4,440百万円となりました。 
総資産の主な増加要因は、流動資産において「現金及び預金」が183百万円、「商品及び製品」が42百

万円、「原材料及び貯蔵品」が115百万円増加、固定資産において、「その他（機械及び装置）（建設仮
勘定）」が253百万円、「のれん」が56百万円増加したこと等によるものであります。 
  
（負債） 
負債は、2,622百万円となりました。 
負債の主な増加要因は、子会社の株式引受及び設備投資資金として調達した「１年以内返済予定の長期

借入金」が222百万円及び「長期借入金」が377百万円増加、流動負債の「その他（設備関係支払手形及び
リース債務）」が117百万円増加したこと等によるものであります。 
  
（純資産） 
純資産は、1,818百万円となりました。 
純資産の主な減少要因は、「利益剰余金」が159百万円減少したこと等によるものであります。 

  

平成20年12月15日発表の通期の業績予想に変更はありません。 
  
  

当連結会計年度より、株式会社ダイプラを連結会社とする連結財務諸表を作成しております。 
  

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。 

  

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。 
 なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半
期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則
第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しておりま
す。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)に変更しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益は、28百万円減少してお

ります。 
③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。な
お、これによる損益への影響はありません。 

④「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会
平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結
会計期間から早期適用しております。なお、これによる損益への影響はありません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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
  固定資産の減価償却の算定方法

(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 542,846 359,650

受取手形及び売掛金 695,408 717,849

商品及び製品 204,759 161,944

仕掛品 20,930 36,004

原材料及び貯蔵品 288,131 172,717

その他 74,388 48,435

貸倒引当金 △1,651 △723

流動資産合計 1,824,814 1,495,878

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 734,339 769,619

土地 918,094 918,094

その他（純額） 621,590 367,660

有形固定資産合計 2,274,024 2,055,374

無形固定資産   

のれん 174,493 118,379

その他 33,852 35,839

無形固定資産合計 208,346 154,219

投資その他の資産   

投資有価証券 1,577 1,323

その他 139,263 152,571

貸倒引当金 △7,042 △697

投資その他の資産合計 133,797 153,197

固定資産合計 2,616,168 2,362,791

資産合計 4,440,982 3,858,669
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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 558,740 474,008

短期借入金 600,000 532,762

1年内返済予定の長期借入金 516,016 293,894

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 － 115,537

賞与引当金 7,781 26,463

その他 271,806 153,922

流動負債合計 1,954,344 1,606,587

固定負債   

長期借入金 594,451 216,824

その他 73,753 21,409

固定負債合計 668,204 238,233

負債合計 2,622,549 1,844,820

純資産の部   

株主資本   

資本金 729,645 729,645

資本剰余金 649,645 649,645

利益剰余金 645,262 804,683

自己株式 △99,406 △99,383

株主資本合計 1,925,145 2,084,590

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 148 △8

為替換算調整勘定 △113,443 △71,184

評価・換算差額等合計 △113,295 △71,193

新株予約権 6,583 452

純資産合計 1,818,433 2,013,848

負債純資産合計 4,440,982 3,858,669
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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 2,913,618

売上原価 2,102,536

売上総利益 811,082

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 184,262

賞与引当金繰入額 4,427

貸倒引当金繰入額 6,039

その他 590,318

販売費及び一般管理費合計 785,048

営業利益 26,033

営業外収益  

受取利息 777

受取配当金 48

保険解約返戻金 8,264

その他 3,557

営業外収益合計 12,647

営業外費用  

支払利息 19,753

為替差損 58,204

その他 3,386

営業外費用合計 81,344

経常損失（△） △42,662

特別利益  

固定資産売却益 6

過年度退職給付費用戻入益 9,936

特別利益合計 9,942

特別損失  

たな卸資産評価損 28,081

固定資産除却損 2,163

固定資産売却損 451

特別損失合計 30,696

税金等調整前四半期純損失（△） △63,416

法人税、住民税及び事業税 22,997

法人税等調整額 39,668

法人税等合計 62,665

四半期純損失（△） △126,082
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 
 該当事項はありません。 

  

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） 
 該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(要約)前四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

「参考」

科  目

前第３四半期連結累計期間

(平成20年３月期

 第３四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,625,290

Ⅱ 売上原価 1,777,729

   売上総利益 847,561

Ⅲ 販売費及び一般管理費 638,659

   営業利益 208,902

Ⅳ 営業外収益 4,094

Ⅴ 営業外費用 24,832

   経常利益 188,163

Ⅵ 特別利益 2,343

Ⅶ 特別損失 1,264

   税金等調整前四半期(当期)純利益 189,243

   法人税、住民税及び事業税 78,506

   法人税等調整額 18,371

   四半期(当期)純利益 92,365
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