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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 27,063 ― 3,303 ― 3,314 ― 1,616 ―

20年3月期第3四半期 34,895 11.6 7,567 18.3 7,714 17.2 5,361 23.9

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 61.14 ―

20年3月期第3四半期 202.57 ―

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 40,599 34,121 82.8 1,280.30
20年3月期 48,938 39,140 78.5 1,450.87

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  33,622百万円 20年3月期  38,402百万円

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  

（注）平成20年３月期の期末配当金の内訳は、普通配当30円、記念配当55円です。  

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 ― 30.00 ― 85.00 115.00
21年3月期 ― 45.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 45.00 90.00

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 32,000 △29.4 3,000 △66.3 3,100 △63.9 800 △87.0 30.31

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、５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、５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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年11月12日に公表しました通期連結業績予想は、上記「３．平成21年３月期の連結業績予想」のとおり修正しています。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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。 
３．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）および「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います。  

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  27,464,000株 20年3月期  28,464,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,202,462株 20年3月期  1,995,257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  26,437,215株 20年3月期第3四半期  26,468,868株



・本項目において以下の略語を使用しています。 

なお、上記の用語に、当期に関するものは「当」前期に関するものは「前」を加え記載しています。 

・本短信は当第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日までの９ヶ月間）について記載していま

す。 

・前第３四半期累計期間の金額および前年同期比増減率は参考情報として記載しています。 

（１）業績の状況 

① PWB（プリント配線板）用部材の販売状況 

・世界のエレクトロニクス産業の景況は、金融危機に端を発する世界的な景気後退により当第３四半期に入り

大幅かつ急速に悪化しました。この影響を強く受け、当第３四半期におけるPWB用部材の販売はほとんど全て

の製品分野、地域において急減速しました。 

・製品品目別では、特に半導体市況の影響を受ける「PKG（パッケージ）基板用およびフレキシブル基板用部

材」や「ビルドアップ基板用部材」の販売が大幅に減少しました。一方、「リジッド基板用部材」の販売は、

第２四半期までの中国市場の成長により、やや緩やかな減少となりました。 

・円高が当第３四半期に入りさらに進行し、平均販売単価の下落の主因となりました。なお、現地通貨ベース

では平均販売単価は比較的安定した動きでした。 

・この結果、当第３四半期累計期間のPWB用部材の売上高は21,412百万円と前年同期比で減収になりました。 

② FPD（フラットパネル・ディスプレイ）用部材の販売状況 

・PDP（プラズマディスプレイ・パネル）用部材を主体とするFPD用部材の販売は期初から低調で、当第３四半

期においても厳しい状況で推移しました。円高や原材料である銀価格の低下により平均販売単価も低下し、当

第３四半期累計期間のFPD用部材の売上高は4,767百万円と前年同期比で減収になりました。 

③ 利益面の状況 

・販売数量の低迷に加え、大幅な円高の影響が主な減益要因となりました。また、売上原価ではたな卸資産評

価損192百万円、販売管理費では貸倒引当金繰入額202百万円を計上したことも利益面に影響を及ぼしました。

・この結果、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比22.4％減）、営業利益は 百万

円（前年同期比56.4％減）となりました。 

・営業外損益では、円高により為替差損269百万円が発生しました。特別損益では、固定資産除売却損344百万

円や投資有価証券評価損226百万円などを計上しました。 

・また、繰延税金資産の回収可能性を検討し、その一部について計上しなかったことなどにより税金費用が膨

らみ、四半期純利益は 百万円（前年同期比69.9％減）となりました。 

（製品品目区分による販売実績） 

当第３四半期累計期間における製品品目別の販売実績は次のとおりです。 

（注）１．上記の金額には、特許売上は含まれていません。 
２．前第３四半期累計期間においては製品品目区分による販売実績は開示していません。 

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 

略 語 内 容 

第１四半期 第１四半期連結会計期間（４月１日～６月30日（３ヶ月間）） 

第２四半期 第２四半期連結会計期間（７月１日～９月30日（３ヶ月間）） 

第３四半期 第３四半期連結会計期間（10月１日～12月31日（３ヶ月間）） 

第４四半期 第４四半期連結会計期間（１月１日～３月31日（３ヶ月間）） 

27,063 3,303

1,616

  
前第３四半期累計
期間（百万円） 

当第３四半期累計
期間（百万円） 

増減額
（百万円） 

増減率 
（％） 

リジッド基板用部材 －      16,382 － － 

PKG基板用および 
フレキシブル基板用部材 

－  4,279 － － 

ビルドアップ基板用部材 －  749 － － 

FPD用部材 －  4,767 － － 

その他 －  825 － － 

合 計 －  27,004 － － 



（２）所在地別セグメントの状況 

① 日本 

・日本国内に所在する連結会社は太陽インキ製造㈱です。 

・PWB用部材の全ての製品品目において販売が低調でした。特に「PKG基板用およびフレキシブル基板用部材」

と「ビルドアップ基板用部材」の販売は半導体市況の影響を受け大幅に減少しました。 

・また、親会社・子会社間の資材売上が減少したことにより減収幅が拡大しました。 

・利益面では、減収に伴う固定費負担の増加や円高の影響などにより営業利益率が低下しました。 

・この結果、当第３四半期累計期間の日本の所在地別売上高は16,219百万円（前年同期比20.9％減）、営業利

益は519百万円（前年同期比76.2％減）となりました。 

② アジア 

・アジアに所在する連結会社は、生産販売子会社３社（台湾太陽油墨股份有限公司、韓国タイヨウインキ㈱、

太陽油墨（蘇州）有限公司）および販売子会社２社（TAIYO INK INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD、

TAIYO INK INTERNATIONAL（HK）LIMITED）です。 

・ 大の市場である中国市場の販売は第２四半期までは成長を維持しましたが、当第３四半期に入り急減速し

ました。台湾、韓国などの他の地域の販売は第２四半期までは前年同期並みを維持していましたが、当第３四

半期では中国市場同様に低迷しました。 

・減収に伴う固定費負担の増加、平均販売単価の下落および円高の影響などにより各社の収益性は低下しまし

た。 

・この結果、当第３四半期累計期間のアジアの所在地別売上高は17,653百万円（前年同期比25.1％減）、営業

利益は2,546百万円（前年同期比51.2％減）となりました。 

③ 北米 

・北米に所在する連結会社は生産販売子会社 TAIYO AMERICA, INC.です。同社は主に北米および欧州市場を

担当しています。 

・同社の販売は現地通貨ベースでは比較的順調に推移しましたが、円高の影響を受け当第３四半期累計期間の

売上高は963百万円（前年同期比9.1％減）、営業利益は153百万円（前年同期比18.0％減）となりました。 

（１）資産、負債および純資産の状況  

当第３四半期会計期間末における資産、負債および純資産の状況は次のとおりです。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  
前会計年度末 
（百万円） 

当第３四半期
会計期間末 
（百万円） 

増減額
（百万円） 

大口要因 
（前会計年度末との比較） 

流動資産  31,075  23,488  △7,587
現金及び預金△約41億円、受取手形及び売
掛金△約19億円 

固定資産  17,863  17,111  △751
減価償却△約10億円、太陽油墨（蘇州）有
限公司倉庫建設＋約３億円 

資産合計  48,938  40,599  △8,339   

負債合計  9,798  6,477  △3,320
支払手形及び買掛金△約22億円、未払法人
税等△約４億円 

純資産合計  39,140  34,121  △5,018
四半期純利益＋約16億円、配当金支払△約
34億円、為替換算調整勘定△約24億円 

負債純資産合計  48,938  40,599  △8,339   



（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

  
当第３四半期 
累計期間 
（百万円） 

大口要因 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  2,659

税金等調整前四半期純利益＋約27億円、売上債権の
減少＋約13億円、仕入債務の減少△約19億円  

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △503

定期預金の減少＋約13億円、有形・無形固定資産
（太陽油墨（蘇州）有限公司の倉庫建設、太陽イン
キ製造㈱の生産系システム開発等）取得△約10億
円、関係会社出資金（太陽油墨（中山）有限公司）
の払込△約８億円 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △3,880
配当金の支払△約34億円（うち記念配当金△約14億
円） 

現金及び現金同等物
の増減額 

 △2,518   

現金及び現金同等物
の四半期末残高  10,587   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 金融危機に伴う世界同時不況により実体経済は急激に悪化しております。この影響を受けて半導体・電子部

品関連についても第３四半期以降は需要が急速に縮小し、当社製品の販売も前回予想を大幅に下回る見込みと

なりました。また、急激な円高の進行も当社の業績に大きな影響を与える見込みです。 

 さらに、平成21年２月12日開催の取締役会で東京文具工業厚生年金基金からの脱退の申し入れが決議されま

した。これが承認された場合、脱退時特別掛金の支払による特別損失が約10億円発生する見込みです。詳細は

11ページ(7)重要な後発事象をご参照ください。 

 このような状況を勘案し、平成20年11月12日発表の連結業績予想を下表のとおり修正いたします。詳細は平

成21年２月12日公表の「業績予想の修正、特別利益および特別損失の発生に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

平成21年３月期通期連結業績予想 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

今回予想（百万円）  32,000  3,000  3,100  800

従来の予想（百万円）
（平成20年11月12日公表）  39,000  5,500  6,000  4,200

従来の予想比増減額（百万円）  △ 7,000  △ 2,500  △ 2,900  △ 3,400

従来の予想比増減率（％）  △17.9  △45.5  △48.3  △81.0

前連結会計年度（百万円）  45,338  8,896  8,586  6,171

前連結会計年度比増減額（百万円）  △ 13,338  △ 5,896  △ 5,486  △ 5,371

前連結会計年度比増減率（％）  △29.4  △66.3  △63.9  △87.0



該当事項はありません。  

① 簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第３四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的方法により算定する方法によっております。  

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等

に著しい変化があるか、または、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

決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング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。 

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 

（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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動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、主として移動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、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ 百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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」（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営業利益は 百万円、経常利益は 百万円、税金等調整前四半期

純利益は 百万円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

（追加情報） 

 平成20年度の法人税法改正に伴い、当社の機械装置については、第１四半期連結会計期間より耐用年数の短

縮を行っております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ 百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

192

21 29

33
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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：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 12,265 16,440

受取手形及び売掛金 ※4  7,567 9,532

有価証券 0 0

商品 0 0

製品 1,595 2,247

原材料 1,832 1,709

仕掛品 97 207

その他 530 1,195

貸倒引当金 △400 △256

流動資産合計 23,488 31,075

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  7,999 ※2  8,545

土地 4,085 4,238

その他（純額） 2,505 3,115

有形固定資産合計 ※1  14,591 ※1  15,899

無形固定資産   

のれん 95 124

その他 371 318

無形固定資産合計 467 442

投資その他の資産 ※3  2,052 ※3  1,520

固定資産合計 17,111 17,863

資産合計 40,599 48,938

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,667 5,898

未払法人税等 287 748

賞与引当金 159 308

役員賞与引当金 54 80

その他 977 924

流動負債合計 5,146 7,959

固定負債   

退職給付引当金 321 441

役員退職慰労引当金 86 88

その他 922 1,308

固定負債合計 1,331 1,839

負債合計 6,477 9,798



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,134 6,134

資本剰余金 7,102 7,102

利益剰余金 27,643 32,519

自己株式 △3,512 △6,137

株主資本合計 37,368 39,618

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 97 133

為替換算調整勘定 △3,843 △1,348

評価・換算差額等合計 △3,746 △1,215

少数株主持分 498 737

純資産合計 34,121 39,140

負債純資産合計 40,599 48,938



（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 27,063

売上原価 18,531

売上総利益 8,531

販売費及び一般管理費 ※1  5,228

営業利益 3,303

営業外収益  

受取利息 164

受取配当金 45

その他 94

営業外収益合計 303

営業外費用  

支払利息 7

為替差損 269

その他 15

営業外費用合計 292

経常利益 3,314

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 344

投資有価証券評価損 226

損害賠償金 42

特別損失合計 613

税金等調整前四半期純利益 2,703

法人税、住民税及び事業税 1,340

法人税等調整額 △305

法人税等合計 1,034

少数株主利益 52

四半期純利益 1,616



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 2,703

減価償却費 1,035

投資有価証券評価損益（△は益） 226

退職給付引当金の増減額（△は減少） △131

賞与引当金の増減額（△は減少） △142

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26

受取利息及び受取配当金 △209

支払利息 7

損害賠償損失 42

売上債権の増減額（△は増加） 1,321

たな卸資産の増減額（△は増加） 41

仕入債務の増減額（△は減少） △1,927

未払消費税等の増減額（△は減少） 413

その他 848

小計 4,202

利息及び配当金の受取額 214

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △1,750

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,659

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 △3,699

定期預金の払戻による収入 5,055

有形固定資産の取得による支出 △574

無形固定資産の取得による支出 △451

貸付けによる支出 △24

貸付金の回収による収入 17

関係会社出資金の払込による支出 △865

その他 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △503

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △331

配当金の支払額 △3,439

少数株主への配当金の支払額 △109

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 △793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,518

現金及び現金同等物の期首残高 13,106

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  10,587



 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。 

  

 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） 

当社グループは主としてPWB用ソルダーレジスト等の製造・販売を営んでおり、事業区分が単一セグメント

のため、事業の種類別セグメントの開示を行っていません。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔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） 

（単位：百万円）

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米………米国 

(2) アジア……韓国、台湾、中国、香港、シンガポール 

３．会計方針の変更 

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、

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）を適用しています。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連

結累計期間の「日本」の営業利益が 百万円、「アジア」の営業利益が 百万円減少しています。

（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） 

「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」に記載のとおり、

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）を適用しています。これにより、従来の方法に

よった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の「アジア」の営業利益が 百万円減少していま

す。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

「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」に記載のとおり、

平成20年度の法人税法改正に伴い、当社の機械装置については、第１四半期連結会計期間より耐用

年数の短縮を行っています。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累

計期間の「日本」の営業利益が 百万円減少しています。 

  日 本 アジア 北 米 合 計 消去又は全社 連 結 

売上高                

(1)外部顧客に対する売上高 8,469  17,643  950  27,063  －  27,063

(2)セグメント間の内部売上
又は振替高  7,749  10  12  7,772  △ 7,772  －

計  16,219  17,653  963  34,836  △ 7,772  27,063

営業利益  519  2,546  153  3,219  83  3,303

96 95

21
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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） 

（単位：百万円）

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米………米国、カナダ 

(2) アジア……韓国、台湾、中国、香港、タイ等 

(3) ヨーロッパ・他……フランス、スペイン等 

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おける売上高です。 

自己株式に関する事項 

①自己株式の取得 

平成20年11月26日の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156

条の規定に基づき、次のとおり自己株式の買付を決議し、当第３四半期連結会計期間において、 株、

百万円の自己株式を取得いたしました。  

②自己株式の消却 

平成20年11月26日の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を決議し、次のと

おり自己株式を消却いたしました。これにより、資本剰余金が０百万円、利益剰余金および自己株式がそれぞ

れ 百万円減少しております。 

〔海外売上高〕 

  北 米 アジア ヨーロッパ・他 計 

Ⅰ 海外売上高  863  19,430  110  20,405

Ⅱ 連結売上高 － － －  27,063

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高
の割合（％）  3.2  71.8  0.4  75.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

177,000

273

(イ) 取得する株式の種類 当社普通株式 

(ロ) 取得する株式の総数 株（上限） 500,000

(ハ) 株式の取得価額の総額 百万円（上限） 1,000

(ニ) 取得する期間 平成20年11月27日から平成21年２月27日 

2,957

(イ) 消却した株式の種類 当社普通株式 

(ロ) 消却した株式の総数 株 1,000,000

(ハ) 消却した株式の総額 百万円 2,957

(ニ) 消却した日 平成20年12月17日 

(ホ) 消却後の発行済株式数 株 27,464,000

（７）重要な後発事象 

 当社は、平成21年２月12日開催の取締役会において、当社が加入する総合設立型の厚生年金基金制度である東

京文具工業厚生年金基金に対し脱退の申し入れを行うことを決議いたしました。 

 この脱退の申し入れが同基金代議員会において承認された場合、厚生年金保険法および東京文具工業厚生年金

基金規約に基づく特別掛金約 億円を平成21年３月期において、特別損失として計上する見込みであります。 10



「参考資料」  

前年同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） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  34,895

Ⅱ 売上原価  22,130

売上総利益  12,764

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,197

営業利益  7,567

Ⅳ 営業外収益  282

Ⅴ 営業外費用  135

経常利益  7,714

Ⅵ 特別利益  34

Ⅶ 特別損失  67

税金等調整前四半期純利益  7,680

法人税、住民税及び事業税  1,944

法人税等調整額   177

少数株主利益  196

四半期純利益  5,361



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前前四半期純利益  7,680

減価償却費  1,142

売上債権の増減額（△増加）  △ 1,074

たな卸資産の増減額（△増加）   200

仕入債務の増減額（△減少）  1,599

その他  △ 257

小計  9,291

法人税等の支払額  △ 1,880

その他  239

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,650

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出  △ 1,124

その他   △ 473

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 1,598

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出  △ 0

配当金の支払額   △ 1,852

その他   △ 116

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 1,969

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △ 193

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（△減少）  3,889

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  10,098

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  13,988



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） 

 当社グループは主としてPWB用ソルダーレジスト等の製造・販売を営んでおり、事業区分が単一セグメント

のため、事業の種類別セグメントの開示を行っていません。 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

（単位：百万円） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米………米国 

(2) アジア……韓国、台湾、中国、香港、シンガポール 

  日 本 アジア 北 米 合 計 消去又は全社 連 結 

売上高            

(1)外部顧客に対する売上高  10,294  23,555  1,045  34,895  －  34,895

(2)セグメント間の内部売上 
又は振替高  10,219  13  14  10,247  △ 10,247  －

計  20,513  23,569  1,060  45,142  △ 10,247  34,895

営業費用  18,331  18,352  873  37,557  △ 10,229  27,327

営業利益  2,181  5,216  186  7,584  △ 17  7,567



（１）注記事項  

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

６．その他の情報 

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 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万

円であります。 

14,533 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万

円であります。 

14,372

※２ 圧縮記帳額 

 国庫補助金の受入れにより、下記の圧縮記帳

額を当該資産の取得価額から控除しておりま

す。 

建物及び構築物 5百万円 

※２ 圧縮記帳額 

 国庫補助金の受入れにより、下記の圧縮記帳

額を当該資産の取得価額から控除しておりま

す。 

建物及び構築物 8百万円 

※３ 投資その他の資産から直接控除している貸倒引

当金は、 百万円であります。 126

※３ 投資その他の資産から直接控除している貸倒引

当金は、 百万円であります。 148

※４ 四半期連結会計期間末日満期手形 

 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処理をし

ております。なお、当四半期連結会計期間末が

金融機関の休日であったため、次の四半期連結

会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末

日残高に含まれております。 

受取手形 132百万円

※４     ―――――――――――― 

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） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額 202百万円

賞与引当金繰入額 70  

役員賞与引当金繰入額 54  

役員退職慰労引当金繰入額 10  

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） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成20年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 12,265百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
1,677  

現金及び現金同等物 10,587  
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