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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 22,515 △11.8 △803 ― △800 ― △2,094 ―

21年3月期第3四半期 25,514 ― 645 ― 404 ― △247 ―

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

22年3月期第3四半期 △59.86 ―

21年3月期第3四半期 △7.07 ―

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

22年3月期第3四半期 53,015 38,163 69.7 1,055.53
21年3月期 47,771 39,360 82.1 1,120.37

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  36,935百万円 21年3月期  39,205百万円

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  

平成22年3月期の配当については、未定です。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無  
 

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 28,200 △4.4 △1,500 ― △1,650 ― △3,000 ― △85.73
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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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他を参照願います。 

(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  有  
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他を参照願います。 

(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（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） 

(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 

本資料に掲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。 

新規 3社 （社名
新揚科技股イ分有限公司、松揚電子
材料(昆山)有限公司、ThinFlex Tech
nology Corporation ( B. V. I. )

） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 34,994,424株 21年3月期  34,994,424株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,119株 21年3月期  1,359株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 34,992,646株 21年3月期第3四半期 34,993,129株
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【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におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界

的な金融不安が、各国政府による景気刺激策の効果などにより徐々に解消されつつあるとされ、

一部で生産や輸出に持ち直しの動きが見えるものの、設備投資の大幅な減少や、失業率が高い水

準で推移するなど、企業収益や雇用情勢において依然として厳しい状況が続いています。 
このような状況のもと、当社グループは、経営資源を電子材料分野及びディスプレイ材料分野

に集中し売上の増大を図るとともにコスト削減に努めてまいりましたが、景気後退による実需要

の低迷と大幅な円高による影響を大きく受けました。 
当第 3 四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、225 億 15 百万円（前年同期比

11.8%減）となりました。損益面につきましては、営業損失 8 億 3 百万円、経常損失 8 億円、四

半期純損失 20 億 94 百万円となりました。 
なお、当第 3 四半期連結会計期間において新規に連結決算の対象となった子会社による損益面

での影響は、軽微なものでありました。 

 
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総資産は、前連結会計年度末に比較して 52 億 44 百万円増加し

530 億 15 百万円となりました。 
流動資産については、前連結会計年度末に比較して 61 億 70 百万円の増加となりました。これ

は、受取手形及び売掛金が 24 億 90 百万円増加したことと、投資有価証券の売却等による現金及

び預金の増加 13 億 69 百万円、資産運用を目的とした有価証券 25 億 98 百万円の取得等により

ます。 
固定資産については、投資有価証券の売却及び新たな設備投資が少なかったこと等から 9 億 26

百万円の減少となりました。 
負債は、前連結会計年度末に比較して 64 億 41 百万円増加し 148 億 52 百万円となりました。 
流動負債については、支払手形及び買掛金が 27 億 73 百万円増加したこと等から、38 億 17 百

万円増加しました。 
固定負債については、セール・アンド・リースバックを実施したことによるリース債務の増加

等により 26 億 23 百万円増加しました。 
純資産は、利益剰余金の減少により前連結会計年度末に比較して 11 億 97 百万円減少し 381 億

63 百万円となりました。 

 
（キャッシュ・フローについて） 
当第 3 四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は 50 億 98 百万円となり、前年同期

に比較して 18 億 54 百万円増加しました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
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営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失 19 億 26 百万円を計上いた

しましたが、売上債権の増加 18 億 31 百万円、仕入債務の増加 26 億 51 百万円等により 30 億

52 百万円の収入となり、前年同期に比較して 14 億 43 百万円収入が増加しました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入がありましたが、その

資金運用を目的とした定期預金の預入、有価証券の取得により 21 億 2 百万円の支出となり、前

年同期に比較して 31 億 99 百万円支出が減少しました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、機械装置の一部についてセール・アンド・リースバッ

クを行った一方、借入金の一部返済や当第 3 四半期連結会計期間より新規に連結決算の対象とな

った子会社における社債の償還等もあり、合計で 6 億 49 百万円の収入となり、前年同期に比較

して 14 億 70 百万円収入が減少しました。 

 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、前回（平成 21 年 10 月 23 日）発表からの修正はありません。 

 
４．その他 
（1） 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

当第 3 四半期連結会計期間において新揚科技股份有限公司、松揚電子材料(昆山)有限公司、

ThinFlex Technology Corporation ( B. V. I. )の 3 社が新規に連結子会社となりました。なお、

松揚電子材料(昆山)有限公司、ThinFlex Technology Corporation ( B. V. I. )の 2 社は、新揚

科技股份有限公司の子会社です。 
（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 

税金費用については、当第 3 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算

項目を重要なものに限定する方法によっております。なお、法人税等調整額は、法人税等に

含めて表示しております。 
（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 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規

制」（平成 19 年内閣府令第 64 号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作

成しております。 

なお、前第 3四半期連結累計期間（平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 12 月 31 日まで）は、

改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第 3 四半期連結累計期間（平成 21 年 4 月 1

日から平成 21 年 12 月 31 日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,113,046 4,744,027

受取手形及び売掛金 7,745,117 5,254,417

有価証券 2,598,978 －

商品及び製品 2,941,719 3,174,025

仕掛品 1,298,475 1,383,394

原材料及び貯蔵品 1,721,807 1,460,110

その他 1,246,801 1,405,612

貸倒引当金 △233,341 △159,864

流動資産合計 23,432,604 17,261,721

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,667,122 8,324,744

機械装置及び運搬具（純額） 5,026,629 6,960,826

その他（純額） 3,575,722 1,917,544

有形固定資産合計 17,269,474 17,203,115

無形固定資産   

のれん 52,199 66,435

その他 178,925 90,897

無形固定資産合計 231,124 157,333

投資その他の資産   

投資有価証券 9,286,140 12,918,532

その他 3,154,753 628,858

貸倒引当金 △358,185 △398,037

投資その他の資産合計 12,082,709 13,149,353

固定資産合計 29,583,308 30,509,802

資産合計 53,015,913 47,771,524
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,183,633 3,409,863

短期借入金 1,179,319 1,037,000

1年内返済予定の長期借入金 704,209 501,400

1年内償還予定の社債 36,297 －

未払法人税等 93,106 63,097

賞与引当金 237,365 447,071

役員賞与引当金 2,687 6,024

製品保証引当金 179,614 42,148

その他 1,560,728 852,369

流動負債合計 10,176,962 6,358,975

固定負債   

社債 221,777 －

長期借入金 2,096,592 1,749,340

退職給付引当金 28,757 28,034

負ののれん 175,296 －

その他 2,152,755 274,366

固定負債合計 4,675,178 2,051,740

負債合計 14,852,140 8,410,716

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,117,256 7,117,256

資本剰余金 6,229,282 6,229,282

利益剰余金 23,737,734 26,112,651

自己株式 △1,156 △733

株主資本合計 37,083,116 39,458,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 299,553 169,297

為替換算調整勘定 △447,192 △422,706

評価・換算差額等合計 △147,638 △253,409

新株予約権 177,235 141,479

少数株主持分 1,051,059 14,281

純資産合計 38,163,772 39,360,808

負債純資産合計 53,015,913 47,771,524
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（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 25,514,757 22,515,984

売上原価 22,354,881 21,087,100

売上総利益 3,159,876 1,428,883

販売費及び一般管理費 2,514,575 2,232,417

営業利益 645,300 △803,533

営業外収益   

受取利息 18,421 18,472

受取配当金 32,288 21,691

負ののれん償却額 － 9,226

持分法による投資利益 － 271,928

受取技術料 53,100 －

受取賃貸料 54,466 －

その他 65,189 187,622

営業外収益合計 223,465 508,941

営業外費用   

支払利息 15,857 67,376

持分法による投資損失 46,117 －

為替差損 131,829 114,527

貸倒引当金繰入額 49,727 －

製品保証引当金繰入額 － 179,614

その他 221,064 143,914

営業外費用合計 464,597 505,433

経常利益 404,168 △800,024

特別利益   

前期損益修正益 1,510 －

固定資産売却益 6,012 22

投資有価証券売却益 83,829 －

社債償還益 － 79,852

その他 8,958 23,115

特別利益合計 100,311 102,989

特別損失   

固定資産売却損 486 －

減損損失 2,110 －

有価証券売却損 － 1,051,796

投資有価証券評価損 503,520 －

その他 21,209 177,672

特別損失合計 527,326 1,229,469

税金等調整前四半期純損失（△） △22,846 △1,926,504

法人税、住民税及び事業税 176,791 146,892

過年度法人税等 47,965 －

法人税等合計 224,757 146,892

少数株主損失（△） △156 21,376

四半期純損失（△） △247,446 △2,094,774
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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（△） △22,846 △1,926,504

減価償却費 1,828,108 2,191,454

減損損失 2,110 －

のれん償却額 14,376 14,236

負ののれん償却額 － △9,226

株式報酬費用 43,507 42,177

新株予約権戻入益 △1,958 △6,421

社債償還益 － △79,852

貸倒引当金の増減額（△は減少） 173,405 △1,633

賞与引当金の増減額（△は減少） △343,648 △209,706

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 137,465

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,072 △3,337

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 722

受取利息及び受取配当金 △50,709 △40,164

支払利息 15,857 67,376

為替差損益（△は益） 98,357 80,901

持分法による投資損益（△は益） 46,117 △271,928

持分変動損益（△は益） △4,567 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △83,829 1,051,796

投資有価証券評価損益（△は益） 542,813 154,536

固定資産売却損益（△は益） △5,526 －

有形固定資産除却損 2,108 3,715

前期損益修正損益（△は益） △1,510 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,214,036 △1,831,554

たな卸資産の増減額（△は増加） 611,267 409,482

仕入債務の増減額（△は減少） △2,251,047 2,651,080

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,071 219,753

その他の資産の増減額（△は増加） 39,442 171,279

その他の負債の増減額（△は減少） △72,787 218,002

その他 235 △22

小計 1,766,165 3,033,632

利息及び配当金の受取額 319,552 207,981

利息の支払額 △19,183 △64,670

法人税等の支払額 △394,750 △124,156

過年度法人税等の支払額 △62,623 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,609,160 3,052,786
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △140,000 △3,090,000

定期預金の払戻による収入 20,000 710,000

有価証券の取得による支出 － △2,592,113

有形固定資産の取得による支出 △4,872,664 △418,744

有形固定資産の売却による収入 36,958 9,611

無形固定資産の取得による支出 △3,810 △4,285

投資有価証券の取得による支出 △356,250 △714,321

投資有価証券の売却による収入 128,142 3,450,086

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 553,050

貸付けによる支出 △114,892 △6,764

貸付金の回収による収入 524 548

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,301,994 △2,102,934

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 320,000 △591,114

長期借入れによる収入 2,500,000 30,000

長期借入金の返済による支出 △90,460 △355,122

社債の償還による支出 － △168,239

リース債務の返済による支出 △1,004 △190,857

セール・アンド・リースバックによる収入 － 2,204,771

自己株式の取得による支出 △596 △423

配当金の支払額 △628,961 △279,339

少数株主からの払込みによる収入 21,028 －

少数株主への配当金の支払額 － △197

その他 △13 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,119,992 649,476

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,344 △110,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,612,185 1,489,019

現金及び現金同等物の期首残高 4,856,007 3,609,027

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,243,822 5,098,046
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び前第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） 

工業用素材等製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

工業用素材等製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）  

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

前第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） 

（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〕

〔海外売上高〕

  アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,057,756  29,917  6,618  2,094,293

Ⅱ 連結売上高（千円）        6,855,067

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 30.0  0.5  0.1  30.6

  アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,711,392  173,460  43,580  2,928,434

Ⅱ 連結売上高（千円）        7,352,750

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 36.9  2.3  0.6  39.8

  アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  8,597,467  89,225  43,489  8,730,182

Ⅱ 連結売上高（千円）        25,514,757

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 33.7  0.3  0.2  34.2

㈱有沢製作所（5208）平成22年3月期 第3四半期決算短信

- 10 -



当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は下記のとおりであります。 

アジア地域   韓国、中国、台湾、マレーシア等 

北米地域    米国、カナダ 

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対する売上高（間接輸出を含む）でありま

す。  

 該当事項はありません。 

  

  アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  8,262,743  902,465  72,752  9,217,961

Ⅱ 連結売上高（千円）        22,515,984

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 36.7  4.0  0.2  40.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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