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1.  平成21年5月期第3四半期の業績（平成20年6月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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5月期第3四半期 43,497 ― 3,207 ― 2,244 ― 1,240 ―

20年5月期第3四半期 53,013 29.1 6,190 44.5 5,851 36.5 3,278 37.7

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5月期第3四半期 37.06 ―

20年5月期第3四半期 97.91 ―

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5月期第3四半期 68,388 52,390 76.6 1,564.65
20年5月期 84,361 51,973 61.6 1,552.13

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  52,390百万円 20年5月期  51,973百万円

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5月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年5月期 ― 12.00 ―

21年5月期 
（予想）

12.00 24.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 53,000 △22.9 2,750 △58.2 1,050 △83.0 520 △84.7 15.53
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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5月期第3四半期 35,497,183株 20年5月期  35,497,183株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  2,013,309株 20年5月期  2,011,986株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第3四半期 33,484,404株 20年5月期第3四半期 33,485,721株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因に
よって予想数値とは異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧く
ださい。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機の影響から世界経済の後退が深刻化し企

業収益が大幅に減少するなど、景気は急速に悪化いたしました。 

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、メモリーをはじめとした半導体デバイスの価格

低迷や需要の急速な減少を背景として、半導体メーカー各社による設備投資抑制や生産調整が実施されるな

ど、厳しい事業環境となりました。 

このような経営環境の中で当社は、引き続き経営全般にわたる一層の合理化や効率化を推進するなど、需

要動向に応じた諸施策を実行してまいりました。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は 434 億９千７百万円となり、営業利益は 32 億７百万円、経常

利益は 22 億４千４百万円、四半期純利益は 12 億４千万円となりました。 

半導体材料部門 

世界的な景気後退により半導体デバイス需要が急速に減少いたしました。これに伴う半導体メーカーの生

産調整の影響を受け、売上高は大幅に減少いたしました。 

商事部門 

エンジニアリング部門との連携を強化するなど、積極的な販売活動を展開いたしましたが、各産業分野に

おける設備投資抑制の影響を受け、売上高は減少いたしました。 

エンジニアリング部門 

主力製品でありますスピンプロセッサの高性能化を図り、積極的な販売活動を展開いたしました。しかし

ながら、半導体関連ユーザー各社の設備投資抑制の影響が大きく、売上高は大幅に減少いたしました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末における総資産は、売掛金の減少、減価償却による固定資産の減少等により前事

業年度末と比較して 159 億７千３百万円減少し、683 億８千８百万円となりました。一方、負債合計は未払

金等の減少により 163 億９千万円減少し、159 億９千７百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増

加４億７千万円により、523 億９千万円となりました。 

②キャッシュ･フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 107 億１千７百万円とな

り、前事業年度末に比べ 34 億２千１百万円の減少となりました。営業活動の結果得られた資金は 190 億４千

８百万円となりました。これは税引前四半期純利益 22 億５千６百万円や減価償却費 112 億６千１百万円等に

より資金が増加したことによるものです。投資活動の結果使用した資金は 198 億４千万円となりました。こ

れは主に有形固定資産の取得による支出 196 億５百万円によるものです。財務活動の結果使用した資金は 25

億９千２百万円となりました。これは配当金の支払７億６千２百万円や長期未払金の減少 17 億７千８百万円

等によるものです。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

世界的な景気減速により半導体業界におきましても急激に需要が減少し、当第３四半期における当社の事

業環境は急速に悪化いたしました。これにより通期の収益が大幅に低下する見通しとなりましたため、業績

予想（平成 20 年７月 15 日公表）を修正いたします。詳細につきましては、本日平成 21 年４月３日公表の「通

期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①棚卸資産の評価方法 

当第３四半期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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②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、事業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断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、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、前事業年度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、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、

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、前事業年度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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号 平成 19 年３月 14 日）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 平成 19 年３月 14 日）

を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産については、従来、商品、原材料、貯蔵品ならびに半導体事業部の製品および仕掛品は総平

均法による原価法により、エンジニアリング事業部の仕掛品は個別法による原価法によっておりましたが、

第１四半期会計期間より「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、それぞれ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）および個別法による原価法（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。この変更に伴い、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利

益がそれぞれ 192 百万円減少しております。 
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５．四半期財務諸表 
 (1) 四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,720 14,141

受取手形及び売掛金 12,009 17,589

有価証券 1 2

商品 29 37

製品 192 219

仕掛品 559 1,115

貯蔵品 1,303 920

その他 781 1,870

貸倒引当金 △16 △6

流動資産合計 25,581 35,891

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 18,301 19,418

機械及び装置（純額） 10,837 18,192

その他（純額） 8,713 5,782

有形固定資産合計 37,851 43,393

無形固定資産 2,542 2,898

投資その他の資産   

その他 2,416 2,181

貸倒引当金 △3 △2

投資その他の資産合計 2,413 2,178

固定資産合計 42,807 48,470

資産合計 68,388 84,361

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,269 10,999

短期借入金 100 100

未払法人税等 725 －

引当金 417 60

その他 2,934 19,055

流動負債合計 14,446 30,214

固定負債   

長期借入金 100 150

退職給付引当金 1,270 1,050

その他 180 972

固定負債合計 1,550 2,173

負債合計 15,997 32,388
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,824 18,824

資本剰余金 18,778 18,778

利益剰余金 18,212 17,742

自己株式 △3,407 △3,405

株主資本合計 52,407 51,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 34

評価・換算差額等合計 △16 34

純資産合計 52,390 51,973

負債純資産合計 68,388 84,361
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 (2) 四半期損益計算書 
  第３四半期累計期間 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
  至 平成21年２月28日) 

売上高 43,497

売上原価 38,504

売上総利益 4,992

販売費及び一般管理費 1,785

営業利益 3,207

営業外収益  

受取利息 16

受取配当金 3

その他 89

営業外収益合計 109

営業外費用  

支払利息 35

設備休止費用 988

その他 48

営業外費用合計 1,071

経常利益 2,244

特別利益  

違約金収入 151

その他 22

特別利益合計 174

特別損失  

固定資産除却損 44

減損損失 81

投資有価証券評価損 37

特別損失合計 162

税引前四半期純利益 2,256

法人税、住民税及び事業税 1,079

法人税等調整額 △64

法人税等合計 1,015

四半期純利益 1,240
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 (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
  至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 2,256

減価償却費 11,261

減損損失 81

受取利息及び受取配当金 △19

支払利息 35

為替差損益（△は益） 37

売上債権の増減額（△は増加） 5,580

たな卸資産の増減額（△は増加） 208

仕入債務の増減額（△は減少） △729

その他 430

小計 19,140

利息及び配当金の受取額 19

利息の支払額 △34

法人税等の支払額 △76

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,048

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 △19,605

有形固定資産の売却による収入 41

無形固定資産の取得による支出 △266

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,840

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △50

配当金の支払額 △762

その他 △1,780

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,592

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,421

現金及び現金同等物の期首残高 14,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,717

三益半導体工業㈱（8155）平成21年5月期 第3四半期決算短信(非連結)

－8－



    

当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期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) 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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

(1)（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間 
(自  平成 19 年６月 １日 

  至  平成 20 年２月 29 日) 科  目 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 53,013 

Ⅱ 売上原価 43,497 

売上総利益 9,516 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,325 

営業利益 6,190 

Ⅳ 営業外収益 66 

Ⅴ 営業外費用 404 

経常利益 5,851 

Ⅵ 特別利益 13 

Ⅶ 特別損失 321 

税引前四半期純利益 5,543 

税金費用 2,265 

四半期純利益 3,278 
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(2)（要約）四半期キャッシュ･フロー計算書 

 
前第３四半期累計期間 

(自  平成 19 年６月 １日 
 至  平成 20 年２月 29 日) 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

1 税引前四半期純利益 5,543 

2 減価償却費 17,570 

3 受取利息及び受取配当金 △16 

4 支払利息 68 

5 売上債権の減少額 4,870 

6 たな卸資産の減少額 118 

7 仕入債務の増加額 374 

8 その他 1,121 

小計 29,651 

9 利息及び配当金の受取額 16 

10 利息の支払額 △68 

11 法人税等の支払額 △4,473 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 25,127 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

1 有形固定資産の取得による支出 △20,418 

2 無形固定資産の取得による支出 △781 

3 その他 △92 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △21,292 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

1 自己株式の取得による支出 △2 

2 配当金の支払額 △693 

3 その他 △1,796 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,493 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,339 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,247 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 6,587 
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