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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 7,387 ― △203 ― △189 ― △282 ―
20年3月期第3四半期 13,216 5.7 694 ― 771 ― 780 ―

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 △33.65 ―
20年3月期第3四半期 93.07 ―

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 19,490 16,274 83.5 1,941.42
20年3月期 21,526 17,083 79.4 2,037.89

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  16,274百万円 20年3月期  17,083百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 30.00

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 8,500 △47.9 △920 ― △910 ― △1,000 ― △119.29

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、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、３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） 

１．平成２０年１１月５日に公表しました業績予想の修正を行っております。詳細につきましては本日別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．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可能性があ
ります。 
３．当連結会計年度より「四半期連結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 ― 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 無

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  9,152,400株 20年3月期  9,152,400株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  769,640株 20年3月期  769,640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  8,382,760株 20年3月期第3四半期  8,382,760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は、特に第３四半期において世界的な金融危機の深刻化に伴い、世界経済が急速に後

退するなか、当社グループのＦＰＤ用基板が属する電気機器業界や、関連する自動車業界、液晶ディスプレイのデ

ジタル家電業界は、市場が急速に縮小しており、当社主要得意先においても在庫調整・生産縮小の動きが広がるな

ど大変厳しい状況で推移しました。また、光学機器用部品、その他製品につきましても、同様の理由により厳しい

状況で推移しました。 

 この結果、売上高につきましては73億87百万円（前年同期比44.1％減）となりました。なお、売上高減少額のう

ち43億円は、有償支給されている材料費を売上高と売上原価の両方に計上したものであり、損益には影響ありませ

ん。 

 損益面につきましては、売上高の減少があまりにも急激であったため、生産コストの低減、生産体制の見直し、

業務の効率化による経費の削減に努めましたが、売上高の減少額をカバーすることはできませんでした。この結果、

営業損失は２億３百万円（前年同期は６億94百万円の営業利益）、経常損失は１億89百万円（前年同期は７億71百

万円の経常利益）、四半期純損失は２億82百万円（前年同期は７億80百万円の四半期純利益）となりました。 

 なお、当第３四半期において、為替相場において急激な円高が進行していることや、証券市場の低迷により保有

している有価証券の評価額が下落していることにより、為替差損29百万円を営業外費用に、投資有価証券評価損71

百万円を特別損失に計上しております。 

 事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

（ＦＰＤ用基板） 

 ＦＰＤ用基板につきましては、特に第３四半期において、携帯電話向けＳＴＮ用基板及びＥＬ用基板、並びに

カーナビゲーション向けタッチパネル用基板が大きく減少しました。その結果売上高は50億38百万円（前年同期比

53.4％減）となりました。なお、売上高減少額のうち43億円は、有償支給されている材料費を売上高と売上原価の

両方に計上したものであります。 

（光学機器用部品） 

 データ対応型液晶プロジェクター向け製品やその他光学機器用部品につきましては、生産調整の影響が軽微で

あったことから、売上高は16億81百万円（前年同期比9.2％減）となりました。 

（その他） 

 その他につきましては、第３四半期において樹脂基板への成膜製品の受注が減少したものの、第２四半期までは

堅調に推移していたため、売上高は６億67百万円（前年同期比21.5％増）となりました。 

 

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財政状態を前連結会計年度末と比較すると、総資産は20億35百万円、純資産は８

億８百万円それぞれ減少し、自己資本比率は83.5％となりました。 

 増減の主なものは次のとおりであります。流動資産では、現金及び預金が24億１百万円減少し有価証券が20億95

百万円増加しておりますが、これは主に有価証券（コマーシャル・ペーパー）の購入20億92百万円によるものであ

ります。また、売上高の減少により受取手形及び売掛金が10億27百万円減少しております。固定資産では有形固定

資産が４億53百万円減少し、投資有価証券が２億67百万円減少しました。流動負債では支払手形及び買掛金が４億

48百万円減少し、固定負債では長期借入金が３億96百万円減少しました。純資産では利益剰余金が５億55百万円減

少し、その他有価証券評価差額金が１億98百万円減少しました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億６百

万円減少し、66億57百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は６億85百万円となりました。これは主に、減価償却費の６億58百万円や売上債権

と仕入債務の減少により純額で５憶66百万円の資金増加要因等があったことによるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は４億42百万円となりました。これは主に、有形固定資産取得支出４億38百万円に

よるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は５億24百万円となりました。これは、短期借入れによる収入２億円がありました

が、長期借入金の返済額４億72百万円及び配当金の支払額２億52百万円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 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月５日公表の業績予想を修正しております。詳細につき

ましては、本日別途公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 

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 

① 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。 

② 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 

 

 (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たな卸資産については、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損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

16,242千円増加しております。 

③ 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の利益剰余金の期首残高が21,798千円減少しております。 

 なお、これによる損益への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：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 4,011,219 6,412,618

受取手形及び売掛金 2,565,513 3,592,713

有価証券 2,647,099 552,056

製品 316,028 201,093

原材料 395,198 483,738

仕掛品 163,150 173,950

貯蔵品 202,804 153,906

その他 137,407 175,730

貸倒引当金 △1,802 △1,933

流動資産合計 10,436,618 11,743,873

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,419,190 2,506,838

機械装置及び運搬具（純額） 2,570,569 2,247,387

土地 2,500,162 2,500,162

その他（純額） 268,984 958,412

有形固定資産合計 7,758,906 8,212,800

無形固定資産 51,613 55,261

投資その他の資産   

投資有価証券 527,209 794,845

その他 721,019 725,089

貸倒引当金 △4,592 △5,676

投資その他の資産合計 1,243,636 1,514,258

固定資産合計 9,054,156 9,782,320

資産合計 19,490,775 21,526,194



（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 676,138 1,124,306

短期借入金 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 536,292 611,892

未払法人税等 14,677 31,413

引当金 81,892 198,141

その他 394,106 717,688

流動負債合計 1,903,106 2,683,442

固定負債   

長期借入金 843,708 1,240,502

退職給付引当金 213,735 249,400

役員退職慰労引当金 252,095 266,057

その他 3,675 3,675

固定負債合計 1,313,213 1,759,634

負債合計 3,216,320 4,443,076

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,043,850 4,043,850

資本剰余金 8,297,350 8,297,350

利益剰余金 4,591,738 5,147,127

自己株式 △811,032 △811,032

株主資本合計 16,121,906 16,677,295

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,252 252,370

為替換算調整勘定 98,296 153,452

評価・換算差額等合計 152,548 405,823

純資産合計 16,274,455 17,083,118

負債純資産合計 19,490,775 21,526,194



（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 7,387,187

売上原価 6,204,847

売上総利益 1,182,340

販売費及び一般管理費 1,386,019

営業損失（△） △203,679

営業外収益  

受取利息 24,100

受取配当金 16,162

不動産賃貸料 29,499

違約金収入 21,241

その他 20,161

営業外収益合計 111,164

営業外費用  

支払利息 18,691

減価償却費 32,108

為替差損 29,435

不動産賃貸費用 11,861

その他 5,222

営業外費用合計 97,320

経常損失（△） △189,835

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,215

固定資産売却益 1,456

特別利益合計 2,671

特別損失  

災害による損失 23,780

投資有価証券評価損 71,053

固定資産処分損 886

特別損失合計 95,720

税金等調整前四半期純損失（△） △282,883

法人税、住民税及び事業税 10,275

法人税等調整額 △11,050

法人税等合計 △775

四半期純損失（△） △282,108



（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（△） △282,883

減価償却費 658,632

固定資産処分損益（△は益） △569

災害損失 23,780

投資有価証券評価損益（△は益） 71,053

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,215

賞与引当金の増減額（△は減少） △106,249

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,664

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,962

受取利息及び受取配当金 △40,262

支払利息 18,691

為替差損益（△は益） 20,349

売上債権の増減額（△は増加） 1,011,462

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,868

仕入債務の増減額（△は減少） △444,832

その他 △82,351

小計 696,110

利息及び配当金の受取額 40,549

利息の支払額 △18,106

災害損失の支払額 △20,580

法人税等の支払額 △16,523

法人税等の還付額 4,001

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,452

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 △400

定期預金の払戻による収入 400

有形固定資産の取得による支出 △438,435

有形固定資産の売却による収入 3,675

無形固定資産の取得による支出 △1,200

投資有価証券の取得による支出 △3,736

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,200

貸付けによる支出 △17,887

貸付金の回収による収入 12,681

投資活動によるキャッシュ・フロー △442,701

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △472,394

配当金の支払額 △252,112

財務活動によるキャッシュ・フロー △524,506

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △306,356

現金及び現金同等物の期首残高 6,964,275

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,657,918



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） 

 
ＦＰＤ用基
板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 5,038,665 1,681,112 667,409 7,387,187 － 7,387,187

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 5,038,665 1,681,112 667,409 7,387,187 － 7,387,187

営業利益又は営業損失（△） 943,708 △363,873 60,051 639,885 (843,565) △203,679

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類、性質、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業 

 ＦＰＤ用基板事業 
携帯電話、カーナビゲーション、携帯情報端末、アミューズメント機器、
ノート型パソコン、デジタルカメラ等の表示用基板 

 光学機器用部品事業 
液晶プロジェクター、測定機器、ステッパー、光通信機器、医療用機器、
照明用機器等の光学機器用部品 

 その他の事業 
ディスプレイフィルター、太陽電池、透明ヒーター（デフロスター）、減
衰フィルター等の基板、fθレンズ、ビームエクスパンダーレンズ 

３．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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累

計期間の営業利益は、ＦＰＤ用基板事業で1,987千円、その他の事業で5,977千円それぞれ減少し、営業

損失が、光学機器用部品事業で8,277千円増加しております。 

 



【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） 

 
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 6,750,268 636,919 7,387,187 － 7,387,187

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

34,768 305,224 339,992 (339,992) －

計 6,785,037 942,143 7,727,180 (339,992) 7,387,187

営業利益又は営業損失（△） 700,462 △65,308 635,153 (838,832) △203,679

 （注）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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の

営業利益が日本で11,956千円減少し、営業損失が中国で4,285千円増加しております。 

 

【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 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 764,159 764,159

Ⅱ 連結売上高（千円） － 7,387,187

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.3 10.3

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．区分に属する国の内訳は次のとおりであります。 

   アジア………中国、韓国 

２．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おける売上高であります。 

 

 (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。 



「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

 （要約）四半期連結損益計算書 
（単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日）科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 13,216,498

Ⅱ 売上原価 11,123,215

 売上総利益 2,093,283

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,399,024

 営業利益 694,258

Ⅳ 営業外収益 116,044

Ⅴ 営業外費用 38,929

 経常利益 771,374

Ⅵ 特別利益 2,660

Ⅶ 特別損失 4,164

 
税金等調整前四半期純

利益 
769,870

 税金費用 △10,343

 四半期純利益 780,213
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