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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 66,378 ― 190 ― △1,131 ― △3,317 ―
20年3月期第3四半期 68,079 9.4 3,390 0.9 3,430 11.5 1,840 57.2

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 △46.37 ―
20年3月期第3四半期 24.68 24.65

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 82,794 37,295 40.5 482.85
20年3月期 84,056 41,539 49.1 553.86

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  33,567百万円 20年3月期  41,298百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 6.00

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  有   

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 80,000 △12.1 △800 ― △2,300 ― △7,000 ― △97.85

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．その他をご覧下さい。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 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．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．平成20年11月７日発表の連結業績予想を修正しております。具体的修正内容につきましては平成21年２月６日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下
さい。また、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あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３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下さい。  

新規 1 社 （社名 株式会社光波 ） 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  75,067,736株 20年3月期  75,067,736株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  5,549,404株 20年3月期  502,939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  71,538,411株 20年3月期第3四半期  74,580,015株



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（平成20年４月１日～平成20年12月31日）における我が国経済は、昨年の秋口以降、米

国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融危機や株式・為替市場の大幅な変動などによる世界的景気後

退の影響を受け、輸出・生産が大幅に減少し始め、企業の収益を急激に圧迫し、設備投資も抑止され、個人消費が低

迷するなど、急速に悪化いたしました。

　当社を取り巻く市場環境といたしましても消費の低迷などを背景に薄型ＴＶなどのデジタル家電向け製品の伸び悩

みや設備投資の抑止・減少などによる産業機器分野の減速など、前年同期と比べますとほぼ全ての分野において需要

が大幅に減速した状況にあります。

 このような市場環境のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の状況といたしましては、売上高は663億7千

8百万円（前年同期比2.5%減、第３四半期連結会計期間は192億4千3百万円で同9.5％減）となりました。利益面では当

第３四半期連結会計期間における売上高の大幅な減少の影響を受け、営業利益は1億9千万円（同94.4%減、第３四半期

連結会計期間は営業損失7億1千4百万円）と大幅に減少いたしました。また、急激な円高により為替差損が10億8千7百

万円（第３四半期連結会計期間は為替差損12億2千7百万円）となり、経常損失は11億3千1百万円（前年同期は経常利

益34億3千万円、第３四半期連結会計期間は経常損失20億2千7百万円）となりました。さらに、特別損失として、第１

四半期に棚卸資産の評価に関する会計基準の適用初年度に当り、たな卸資産評価損を8億7千7百万円計上し、また第２

四半期に電子化学材料関連で台湾事業の再構築として子会社株式売却損を8億5千4百万円計上したことなどにより、当

第３四半期連結累計期間の四半期純損失は33億1千7百万円（前年同期は四半期純利益18億4千万円、第３四半期連結会

計期間は四半期純損失17億9千1百万円）となりました。

　当業界の今後の見通しにつきましては、世界的景気後退による影響はこの先も当面継続するものと予想されます。

このような状況のもと、当社グループといたしましても、より一層のグローバルな経営体質の強化並びに効率的な業

務推進体制への変革を推進し、この世界的な景気後退による影響を乗り切るべく、独自性や強みを発揮できる市場を

中心に当社独自のオンリーワン技術を駆使した競争力のある製品をタイミング良く市場投入し、事業効率をより一層

高めるよう努めてまいります。

（注）前年同四半期増減率及び前年同四半期の金額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３四半期末の総資産は、前期末比12億6千2百万円減の827億9千4百万円となりました。これは主に、株式会社光

波を連結子会社化したことにより棚卸資産が12億6千1百万円、有形固定資産が28億6千9百万円それぞれ増加し、自己

株式を21億5千5百万円取得したことにより現金及び預金が38億8千1百万円減少したことなどによります。

　当第３四半期末の負債合計は、前期末比29億8千1百万円増の454億9千9百万円となりました。これは主に、借入金が

35億2千6百万円増加したことなどによります。

　当第３四半期末の純資産合計は、前期末比42億4千3百万円減の372億9千5百万円となりました。これは主に、四半期

純損失33億1千7百万円による減少、自己株式の取得21億5千5百万円による減少、株式会社光波の株式を公開買付けし

たことにより少数株主持分が34億7千2百万円増加したことなどによります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　昨年秋口以降の世界的景気後退の影響を受け、当社製品の当第３四半期会計期間の受注・売上はほぼすべての分野

において当初計画を大幅に下回り、前回予想及び前年同期と比べても大幅に減少しております。さらに為替相場も想

定を上回る円高で推移しており、為替差損の発生により業績を大きく引きさげる要因となっております。

　このため通期の売上高及び損益は、前回予想を大幅に下回る見込みであります。

　以上の状況を踏まえ、当事業年度通期の業績予想につきましては、売上高及び損益を見直し、前回予想（平成20年

11月７日公表）を下記のとおり修正いたします。

（通期）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ） 96,000 2,600 2,100 △700

今回修正予想（Ｂ） 80,000 △800 △2,300 △7,000

増減額（Ｂ－Ａ） △16,000 △3,400 △4,400 △6,300

増減率（％） △16.7 ― ― ―

前期実績 90,979 4,541 3,910 1,847

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）

　当社は、平成20年３月25日開催の取締役会において、株式会社光波（コード番号：6876 JASDAQ）の株式を公開買付

けにより取得することを決議し、平成20年３月26日から平成20年４月30日までの期間で公開買付けを実施いたしまし

た。その結果、当社は同社の普通株式3,600,400株（議決権比率52.21％）を取得し、同社は当社の子会社となりまし

た。

　また、同社の資本金の額は当社の資本金の額の百分の十以上に相当するため、同社は当社の特定子会社に該当いた

します。

（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．簡便な会計処理

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②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定する方法によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

　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。

④経過勘定項目の算定方法

　固定費的な要素が大きく予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法（予算に基づく見積

り）による概算額で計上する方法によっております。

⑤法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判定に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測に当該著しい変

化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。



（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

・会計処理基準に関する事項の変更

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．通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は132百万円減少し、経常損失は132百万円増加し、税金等

調整前四半期純損失は1,010百万円増加しております。

３．棚卸資産の評価方法について、電子化学材料関連事業の連結子会社であるタムラ化研㈱は従来、売価還元法に

よっておりましたが、当第３四半期連結会計期間より総平均法に変更いたしました。

　この変更は、当第３四半期連結会計期間よりＥＲＰ（統合業務パッケージ）システムを導入し、棚卸資産受払

管理及び原価計算がシステム化されたことに伴い、より合理的な棚卸資産の評価及び適正な期間損益の計算を行

うために行ったものであります。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は18百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損

失はそれぞれ18百万円増加しております。

４．第１四半期連結会計期間より、「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」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間期首の利益剰余金が36百万円減少しております。また、これにより、

損益に与える影響は軽微であります。

５．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リース会計基準適用初年度開始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によっております。

　これにより、損益に与える影響は軽微であります。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 14,498 18,379

受取手形及び売掛金 23,276 26,016

商品及び製品 4,741 3,485

仕掛品 1,991 2,447

原材料及び貯蔵品 6,630 6,169

その他 4,736 3,230

貸倒引当金 △417 △390

流動資産合計 55,457 59,339

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,363 15,304

減価償却累計額 △10,080 △9,461

建物及び構築物（純額） 6,283 5,843

機械装置及び運搬具 16,000 13,913

減価償却累計額 △11,275 △10,233

機械装置及び運搬具（純額） 4,725 3,680

工具、器具及び備品 9,926 9,088

減価償却累計額 △8,296 △7,569

工具、器具及び備品（純額） 1,630 1,518

土地 6,627 6,170

リース資産 306 －

減価償却累計額 △22 －

リース資産（純額） 284 －

建設仮勘定 541 10

有形固定資産合計 20,093 17,223

無形固定資産   

のれん 400 473

リース資産 242 －

その他 1,213 971

無形固定資産合計 1,856 1,444

投資その他の資産   

投資有価証券 2,008 3,229

繰延税金資産 2,061 1,618

その他 1,411 1,244

貸倒引当金 △94 △43

投資その他の資産合計 5,386 6,048

固定資産合計 27,336 24,716

資産合計 82,794 84,056



（単位：百万円）

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 14,707 15,790

短期借入金 3,587 3,734

1年内返済予定の長期借入金 99 959

リース債務 108 －

未払法人税等 285 377

賞与引当金 630 1,068

その他の引当金 83 102

その他 5,535 5,410

流動負債合計 25,038 27,442

固定負債   

長期借入金 16,611 12,077

リース債務 446 －

退職給付引当金 2,597 2,352

その他 806 645

固定負債合計 20,460 15,075

負債合計 45,499 42,517

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,829 11,829

資本剰余金 15,337 15,337

利益剰余金 10,631 14,623

自己株式 △2,359 △203

株主資本合計 35,438 41,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △266 412

繰延ヘッジ損益 △405 △159

為替換算調整勘定 △1,199 △541

評価・換算差額等合計 △1,871 △288

新株予約権 46 30

少数株主持分 3,681 209

純資産合計 37,295 41,539

負債純資産合計 82,794 84,056



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 66,378

売上原価 51,454

売上総利益 14,923

販売費及び一般管理費 14,733

営業利益 190

営業外収益  

受取利息 56

受取配当金 45

物品売却益 63

その他 119

営業外収益合計 285

営業外費用  

支払利息 342

為替差損 1,087

その他 177

営業外費用合計 1,607

経常損失（△） △1,131

特別利益  

固定資産売却益 2

特別利益合計 2

特別損失  

固定資産除売却損 46

たな卸資産評価損 877

投資有価証券売却損 53

子会社株式売却損 854

投資有価証券評価損 105

特別退職金 106

その他 84

特別損失合計 2,129

税金等調整前四半期純損失（△） △3,257

法人税、住民税及び事業税 351

過年度法人税等 69

法人税等調整額 △213

法人税等合計 206

少数株主損失（△） △147

四半期純損失（△） △3,317



　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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年５月23日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を5,000,000株（発行済株式総数に占める割

合6.66％）取得しました。この結果、自己株式が2,155百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己

株式が2,359百万円となっております。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（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（百万円）

Ⅰ　売上高 68,079

Ⅱ　売上原価 51,708

売上総利益 16,371

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,980

営業利益 3,390

Ⅳ　営業外収益 487

　受取利息　 85

　受取配当金　 121

　為替差益　 61

　材料屑売却益　 76

　その他　 141

Ⅴ　営業外費用 446

　支払利息　 329

　その他　 117

経常利益 3,430

Ⅵ　特別利益 28

　固定資産売却益　 28

　投資有価証券売却益　 0

Ⅶ　特別損失 530

　固定資産廃売却損　 48

　たな卸資産処分損　 482

税金等調整前四半期純利益 2,928

税金費用 1,094

少数株主損失 6

四半期純利益 1,840
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