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平成 21 年 2 月 6 日 
各   位 

会 社 名 株式会社東京カソード研究所 
代表者名 代表取締役社長 大久保 尚武 
（コード：６８６８ ＪＡＳＤＡＱ） 
問合せ先 執行役員管理本部長 川上 栄伸 
電話番号 （０３）３９６２－８３１１ 

 
特別損失の発生および繰延税金資産の取崩しならびに 

業績予想、配当予想の修正に関するお知らせ 
 
 当社は平成 21 年３月期第３四半期において、下記のとおり特別損失の計上および繰延税金資産の取

崩しをいたしましたので、その概要をお知らせするとともに、最近の業績動向を踏まえ、平成 20 年

10 月 24 日に公表いたしました平成 21 年 3 月期（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）の業績

予想を修正するとともに、本日開催の取締役会において配当予想を下記のとおり修正することを決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．特別損失の発生とその内容 
（１）当社は業務の効率化と経営判断の迅速化を目的として、ERP（統合業務パッケージ）システム

の導入を推進してまいりました。 
しかしながら、当初の予算及び開発期間を大幅に超過するとともに運用までにはさらなる費用

と開発期間が必要であることや、当社事業環境の急速な悪化に伴い、同システムの導入を断念せ

ざるを得なくなりました。 
この結果、現在までに発生した費用について無形固定資産除却損として 184 百万円を計上いた

します。 
 
（２）当社は東アジア地域に海外子会社を展開しておりますが、台湾を中心とした海外半導体市場に

おいても日本と同じく、価格競争から需給バランスの崩壊を招き市場全体が急落しております。 
この結果、時価が著しく下落し、その回復があると認められない東京探針股ｲ分有限公司などに

ついて関係会社株式評価損として 32 百万円を計上いたします。 
○平成 21 年３月期第３四半期における関係会社株式評価損 

 単体 連結 

(Ａ)平成 21 年３月期第３四半期会計期間（平成 20 年 10 月１日

から平成 20 年 12 月 31 日まで）の関係会社株式評価損の総

額（＝イ－ロ） 
187 百万円 32 百万円

 
(イ)平成 21 年３月期第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 日まで）の関係会社株式評価損

の総額 
187 百万円 32 百万円

 
(ロ)直前四半期（平成 21 年３月期第２四半期）累計期間（平

成 20 年４月１日から平成 20 年９月 30 日まで）の関係会

社株式評価損の総額 
－百万円 －百万円
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※四半期における有価証券の評価方法は、切放し方式を採用しております。 

※当社の決算期末は、３月 31 日です。 
 
○純資産額・経常利益額・当期純利益額に対する割合 
 

 単体 連結 

(Ｂ)平成 20 年３月期末の純資産額   7,507 百万円 8,688 百万円

 （Ａ／Ｂ×１００） 2.50％ 0.38％ 

 （イ／Ｂ×１００） 2.50％ 0.38％ 

(Ｃ) 最近 5事業年度の経常利益額 401 百万円 685 百万円

 （Ａ／Ｃ×１００） 46.78％ 4.76％ 

 （イ／Ｃ×１００） 46.78％ 4.76％ 

(Ｄ) 最近 5事業年度の当期純利益額 145 百万円 274 百万円

 （Ａ／Ｄ×１００） 129.20％ 11.88％ 

 （イ／Ｄ×１００） 129.20％ 11.88％ 

 

（３）「その他有価証券」に区分される保有有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復があると

認められないものについて、当第３四半期において減損処理による投資有価証券評価損として 45
百万円を計上いたします。 

○平成 21 年３月期第３四半期における投資有価証券評価損 

 単体 連結 

(Ａ)平成 21 年３月期第３四半期会計期間（平成 20 年 10 月１日

から平成 20 年 12 月 31 日まで）の投資有価証券評価損の総

額（＝イ－ロ） 
31 百万円 30 百万円

 
(イ)平成 21 年３月期第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 日まで）の投資有価証券評価損

の総額 
37 百万円 45 百万円

 
(ロ)直前四半期（平成 21 年３月期第２四半期）累計期間（平

成 20 年４月１日から平成 20 年９月 30 日まで）の投資有

価証券評価損の総額 
6 百万円 15 百万円

※四半期における有価証券の評価方法は、切放し方式を採用しております。 

※当社の決算期末は、３月 31 日です。 
 
○純資産額・経常利益額・当期純利益額に対する割合 
 

 単体 連結 

(Ｂ)平成 20 年３月期末の純資産額   7,507 百万円 8,688 百万円

 （Ａ／Ｂ×１００） 0.41％ 0.35％ 

 （イ／Ｂ×１００） 0.50％ 0.52％ 

(Ｃ) 最近 5事業年度の経常利益額 401 百万円 685 百万円

 （Ａ／Ｃ×１００） 7.74％ 4.43％ 

 （イ／Ｃ×１００） 9.26％ 6.64％ 

(Ｄ) 最近 5事業年度の当期純利益額 145 百万円 274 百万円

 （Ａ／Ｄ×１００） 21.38％ 11.05％ 

 （イ／Ｄ×１００） 25.57％ 16.57％ 
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２．繰延税金資産の取崩しとその内容 
当社は税効果会計に係る会計基準に従って繰延税金資産を計上しておりますが、当期の業績推

移を鑑み、将来減算一時差異についてスケジューリングを精査した結果、当第３四半期において

繰延税金資産 737 百万円を取り崩し、法人税等調整額（損失）として計上いたします。 
 

３．業績予想の修正 
（１）平成 21 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日） 

 
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 
前回発表予想(A) 14,700 △500 △460 △457 △80.13 
今回発表予想(B) 11,800 △1,600 △1,700 △2,800 △490.93 
増減額(B-A) △2,900 △1,100 △1,240 △2,343 ―― 
増減率(%) △19.7 ―― ―― ―― ―― 
(ご参考)前期実績 
（平成 20 年 3 月期） 15,155 804 793 165 28.95 

 
（２）平成 21 年 3 月期通期個別業績予想数値の修正（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日） 

 
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 
前回発表予想(A) 13,700 △490 △392 △350 △61.37 
今回発表予想(B) 10,800 △1,600 △1,500 △2,600 △455.86 
増減額(B-A) △2,900 △1,110 △1,108 △2,250 ―― 
増減率(%) △21.2 ―― ―― ―― ―― 
(ご参考)前期実績 
（平成 20 年 3 月期） 13,652 357 456 △201 △35.28 

 
（３）業績予想修正の理由 

昨年後半以降の世界的金融危機は国内外の市場を急速に悪化させ、メーカー各社の減産を一気に

推し進め経済環境の激変を招いております。 
電子部品事業は、液晶パネルの価格下落及び過剰在庫がもたらした生産調整から当期以降パネル

メーカーが相次いで減産を行っておりましたが、モリブデン電極溶接品では直前四半期に記録した

月間最高出荷数が当第３四半期中に 99.5％下落するなど、当四半期に入って予想をはるかに超えた

落ち込みとなり復調の兆しも不透明な状況のため、当初予想しておりました売上高 5,000 百万円が

4,200 百万円に、営業利益は 265 百万円から営業損失 180 百万円に大きく下回る見通しです。 
プローブカード事業は、半導体各社が平成 20 年に入り過剰生産による単価下落と生産調整を主

因としてゆっくりした下落基調にありましたが、昨秋の急激な景気後退で需要が大きく減退したた

め市場が一気に悪化しており、取引先各社は稼働率を下げ減産などで対応しているため、プローブ

カードも発注見合せなどの影響を大きく受けた関係で、売上高 4,900 百万円から 4,150 百万円へ、

営業損失 25 百万円から 360 百万円へ予想を下回る見通しです。 
ＡＴＥ事業は、当第 3 四半期において取引先各社の収益悪化に伴う設備投資計画の延期や見直し、

生産調整などが行われているため LCD オープン・ショート検査システムの出荷が来期に持ち越さ

れており、売上高 3,150 百万円から 2,250 百万円へ、営業利益 160 百万円から営業損失 30 百万円
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へ予想を下回る見通しです。 
ＯＶＩＳ事業は、昨年度より続いている LCD の価格競争の激化から需給バランスが大きく崩れ、

取引先における生産設備の投資計画延期や計画凍結などの影響を大きく受けたことにより、売上高

1,650 百万円から 1,200 百万円へ、営業利益 0 百万円から営業損失 230 百万円へ予想を下回る見通

しです。 
経常利益については、売上高の減少に伴って連結業績が 460 百万円の損失から 1,700 百万円の損

失へ、個別業績は 392 百万円の損失から 1,500 百万円の損失へ予想を大幅に下回る見通しとなりま

した。 
  当期純利益については、連結業績において、無形固定資産除却損 184 百万円、投資有価証券評価

損 45 百万円、関係会社株式評価損 32 百万円を計上し、繰延税金資産の取崩しによる法人税等調整

額（損失）の計上が発生したため、457 百万円の損失から 2,800 百万円の損失へ予想を大幅に下回

る見通しです。 
個別業績においては、連結と同様の理由によるほか、連結子会社の東京探針股ｲ分有限公司など関

係会社株式評価損 187 百万円を計上したことにより、350 百万円の損失から 2,600 百万円の損失へ

予想を大幅に下回る見通しです。 
 
４．当期の配当予想修正の内容 
（１）修正の内容 

 1 株当たり配当金（円） 
基準日 第 2 四半期末 期末 年間 
前回予想 
（平成 20 年 10 月 24 日発表） 5.00 5.00 10.00 

今回修正予想  0.00 5.00 

当期実績 5.00   

前期（平成 20 年 3 月期）実績 5.00 15.00 20.00 

（２）修正の理由 
当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営上の最重要課題の一つとして、安定配当を礎に業績

の見通しや配当性向等を総合的に勘案しており、この会社方針は何ら変わるものではありません。 
しかし、当期における経営環境の急激な悪化、また通期の業績予想の再修正や、第 4 四半期に入

ってもなお当社を取り巻く事業環境が一層の厳しさを増しておりますことから、まことに遺憾では

ございますが、平成 20 年 10 月 24 日に公表いたしました期末配当予想を 1 株当たり０円に修正し、

年間配当予想を 1 株当たり 5 円といたします。 
 
 
（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 
以 上 


