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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 116,151 △12.9 3,518 △20.6 3,588 △24.9 2,091 △34.5
21年3月期第3四半期 133,383 ― 4,431 ― 4,778 ― 3,192 ―

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 67.80 ―
21年3月期第3四半期 103.48 ―

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 97,492 43,965 43.3 1,369.49
21年3月期 74,524 41,297 54.4 1,313.98

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  42,254百万円 21年3月期  40,542百万円

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
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 ― 15.00 ― 13.00 28.00
22年3月期 ― 14.00 ―
22年3月期 

（予想）
14.00 28.00

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 138,000 △12.3 4,000 △8.5 4,000 △11.9 2,200 △5.1 71.30
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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）  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、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) 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 
 平成21年５月８日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。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、実際の業績等は、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。なお、上記予想の前提条件その他の関連事項につい
ては、添付資料の４ページをご参照下さい。 

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 32,663,240株 21年3月期  32,663,240株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,808,783株 21年3月期  1,808,609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 30,854,561株 21年3月期第3四半期 30,854,791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３四半期における日本の経済環境は、一部の業種において景気悪化に底打ちの兆しが見られたものの、設

備投資の減少に加え、深刻な雇用情勢が続くなど、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

 当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界におきましては、エコ関連を中心とした政府の経済政策により

液晶テレビや自動車を中心に需要が喚起され、部分的には明るい兆しも見られる状況となってきました。 

このような状況の下、当社グループは、激変する外部環境に耐えうる強固な企業体質への変革を図るために

「強固な経営基盤を構築する」をスローガンに、固定費を中心とした経費削減に取り組む構造改革を実施し、収

益改善に努めてまいりました。 

なお、第３四半期におきましては、国内外での薄型テレビの生産増加に伴い液晶関連部材の需要が回復し、海

外向け売上高が増加しましたが、急激な需要回復に伴う納期対応のための物流費用が増加いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,161億51百万円（前年同四半期比12.9％減）、営業利益は

35億18百万円（前年同四半期比20.6％減）、経常利益は35億88百万円（前年同四半期比24.9％減）となり、四半

期純利益は20億91百万円（前年同四半期比34.5％減）となりました。 

品目別の売上高は、次のとおりであります。なお、事業の種類別のセグメント区分は記載しておりません。 

電気材料は、液晶関連向けフィルムシートが増加傾向にあり、その他の材料も緩やかながら回復傾向にあるも

のの、販売市場での需要は前年を上回るには及ばず、前年同四半期比17％減の486億97百万円となりました。 

一般電子部品は、液晶周辺向けの省エネ関連部材の輸出が増加したほか、車載用プリント基板など各種電子部

品が回復したことにより、前年同四半期比0.6％増の444億55百万円となりました。 

半導体は、車載向け液晶パネルが堅調に回復しておりますが、前年比では半導体部品全体が減少したため、前

年同四半期比22.6％減の185億14百万円となりました。 

その他は、新規の設備投資の抑制が継続する中、機械装置の販売が減少し、前年同四半期比32.3％減の44億83

百万円となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は974億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ229億68百

万円の増加となりました。資産の部の内訳は、流動資産が818億8百万円（前連結会計年度末比203億28百万円

増）、固定資産が156億83百万円（前連結会計年度末比26億39百万円増）であります。 

流動資産の主な増加要因は、有価証券5億66百万円の減少があったものの、受取手形及び売掛金127億16百万

円、現金及び預金87億29百万円の増加があったためであります。固定資産の主な増加要因は、投資有価証券12

億31百万円の増加によるものであります。 

負債合計は、535億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ203億円の増加となりました。負債の部の内訳

は、流動負債が448億97百万円（前連結会計年度末比187億95百万円増）、固定負債が86億29百万円（前連結会

計年度末比15億4百万円増）であります。 

流動負債の主な増加要因は、支払手形及び買掛金186億26百万円の増加によるものであります。 

固定負債の主な増加要因は、長期借入金9億86百万円の増加によるものであります。 

純資産合計は、439億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億67百万円の増加となりました。純資産の

部の主な増加要因は、利益剰余金12億14百万円、少数株主持分9億55百万円、その他有価証券評価差額金3億88

百万円の増加によるものであります。 
 
（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結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、240億74百万円と前

連結会計年度末と比べて87億29百万円の増加となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、116億90百万円の資金の増加となりました。これは税金等調整前四半

期純利益35億50百万円に対し、売上債権の増加額111億45百万円、法人税等の支払額9億45百万円等の減少要因

があったものの、仕入債務の増加額174億62百万円、たな卸資産の減少額7億83百万円、減価償却費7億64百万円、

法人税等の還付額4億80百万円等の増加要因があったためであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、12億17百万円の資金の減少となりました。これは投資有価証券の償

還による収入10億円等の増加要因があったものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出8億80

百万円、有形固定資産の取得による支出5億60百万円、投資有価証券の取得による支出4億44百万円、子会社株

式の取得による支出3億35百万円の減少要因があったためであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、17億86百万円の資金の減少となりました。これは長期借入れによ

る収入8億円の増加要因があったものの、短期借入金の純減少額14億69百万円、配当金の支払額8億33百万円等

の減少要因があったためであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期の通期連結業績予想につきましては、売上高においては堅調に推移しているものの、為替変

動等による不透明要素が払拭出来ないため、現時点では平成21年５月８日発表の予想数値に変更はありません。 

 

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） 

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 たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期

間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する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、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 税金費用の計算並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  税金費用に関しては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効税

率を乗じて計算する方法によっております。 

  また、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、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は、前連結会計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 

該当事項はありません。 
 
 
 



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 24,074 15,344 

受取手形及び売掛金 45,446 32,729 

有価証券 897 1,463 

商品及び製品 8,973 9,009 

仕掛品 245 233 

原材料及び貯蔵品 483 374 

その他 1,750 2,370 

貸倒引当金 △62 △45 

流動資産合計 81,808 61,480 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,646 3,262 

土地 3,936 2,813 

その他（純額） 1,408 1,197 

有形固定資産合計 8,991 7,274 

無形固定資産   

のれん 313 386 

その他 404 398 

無形固定資産合計 718 784 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,640 2,409 

その他 2,475 2,580 

貸倒引当金 △142 △4 

投資その他の資産合計 5,973 4,984 

固定資産合計 15,683 13,043 

資産合計 97,492 74,524 
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(単位：百万円)

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 39,909 21,282 

短期借入金 1,993 2,803 

未払法人税等 770 439 

賞与引当金 406 247 

その他 1,817 1,327 

流動負債合計 44,897 26,101 

固定負債   

新株予約権付社債 6,000 6,000 

長期借入金 992 5 

退職給付引当金 600 462 

役員退職慰労引当金 81 39 

負ののれん 229 132 

その他 725 485 

固定負債合計 8,629 7,124 

負債合計 53,526 33,226 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,545 6,545 

資本剰余金 6,767 6,767 

利益剰余金 32,414 31,200 

自己株式 △1,903 △1,903 

株主資本合計 43,824 42,610 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △230 △618 

繰延ヘッジ損益 5 1 

土地再評価差額金 228 184 

為替換算調整勘定 △1,573 △1,635 

評価・換算差額等合計 △1,570 △2,068 

少数株主持分 1,711 755 

純資産合計 43,965 41,297 

負債純資産合計 97,492 74,524 
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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：百万円)

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 133,383 116,151 

売上原価 117,110 102,399 

売上総利益 16,272 13,752 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 2,765 2,341 

貸倒引当金繰入額 － 152 

給料手当及び賞与 3,927 3,537 

賞与引当金繰入額 268 266 

退職給付費用 292 326 

その他 4,586 3,609 

販売費及び一般管理費合計 11,841 10,234 

営業利益 4,431 3,518 

営業外収益   

受取利息 88 48 

負ののれん償却額 482 39 

その他 284 128 

営業外収益合計 856 216 

営業外費用   

支払利息 43 45 

為替差損 411 2 

その他 55 98 

営業外費用合計 509 146 

経常利益 4,778 3,588 

特別損失   

投資有価証券評価損 38 21 

固定資産売却損 － 14 

ゴルフ会員権評価損 18 1 

たな卸資産評価損 194 － 

特別損失合計 251 38 

税金等調整前四半期純利益 4,527 3,550 

法人税等 1,237 1,356 

少数株主利益 97 102 

四半期純利益 3,192 2,091 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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利益 4,527 3,550 

減価償却費 871 764 

のれん償却額 △299 32 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89 148 

賞与引当金の増減額（△は減少） △266 95 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △104 △53 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16 56 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 16 

受取利息及び受取配当金 △129 △96 

支払利息 43 45 

投資有価証券評価損益（△は益） 38 21 

売上債権の増減額（△は増加） 6,976 △11,145 

たな卸資産の増減額（△は増加） △138 783 

仕入債務の増減額（△は減少） △41 17,462 

その他 △308 445 

小計 11,100 12,129 

利息及び配当金の受取額 142 70 

利息の支払額 △43 △45 

法人税等の支払額 △2,810 △945 

法人税等の還付額 － 480 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,390 11,690 

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 △494 △560 

投資有価証券の取得による支出 △1,113 △444 

投資有価証券の償還による収入 － 1,000 

子会社株式の取得による支出 － △335 

子会社出資金の取得による支出 △234 △30 

出資金の払込による支出 △133 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △880 

その他 △108 33 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,083 △1,217 
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(単位：百万円)

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) 

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） 65 △1,469 

長期借入れによる収入 － 800 

長期借入金の返済による支出 △49 △150 

配当金の支払額 △925 △833 

その他 △19 △132 

財務活動によるキャッシュ・フロー △929 △1,786 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △421 43 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,955 8,730 

現金及び現金同等物の期首残高 14,523 15,344 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 22 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,501 24,074 
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(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】 

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） 

 当社企業グループは、電気材料、一般電子部品、半導体等の販売を主たる事業として行っております。従た
る事業として機器・装置等の製作を行っておりますが、小規模な事業であり全セグメントの売上高の合計、営
業利益の合計額に占める割合がいずれも10％未満でありますので、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。 

 

 

【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20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

       （単位：百万円） 

 日 本 アジア 北 米 計 消去又は全社 連 結 

売     上     高   

(1)外部顧客に対する売上高 94,924 38,327 131 133,383 － 133,383

(2)セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

16,815 1,296 248 18,360 （18,360) －

計 111,739 39,624 380 151,744 （18,360) 133,383

営   業   利   益 3,355 877 17 4,250 181  4,431

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   １ 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・・・シンガポール、中国、タイ、フィリピン 

(2) 北 米・・・米国 

 

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） 

（単位：百万円） 

 日 本 アジア 北 米 計 消去又は全社 連 結 

売     上     高   

(1)外部顧客に対する売上高 85,456 30,469 225 116,151 － 116,151

(2)セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

13,465 924 140 14,531 （14,531) －

計 98,922 31,394 365 130,682 （14,531) 116,151

営   業   利   益 2,836 537 21 3,396 121  3,518

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   １ 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・・・シンガポール、中国、タイ、フィリピン 

(2) 北 米・・・米国 
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【海外売上高】 

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） 

（単位：百万円） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海   外   売   上   高 54,128 14,268 68,396

Ⅱ 連   結   売   上   高 － － 133,383

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 40.6 10.7 51.3

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

(2)各区分に属する主な国又は地域 

ア  ジ  ア・・・シンガポール、中国、タイ、フィリピン、台湾 

その他の地域・・・米国、ポーランド 

 

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） 

（単位：百万円） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海   外   売   上   高 42,094 14,126 56,220

Ⅱ 連   結   売   上   高 － － 116,151

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 36.2 12.2 48.4

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

(2)各区分に属する主な国又は地域 

ア  ジ  ア・・・シンガポール、中国、タイ、フィリピン、台湾、韓国 

その他の地域・・・米国、ポーランド 

 

 

(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。 
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６. その他の情報  

【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当第３四半期連結累計期間における生産実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

品  目 生産高(百万円) 前年同四半期比(％) 

  電気材料 3,086 93.5  

  一般電子部品 3,195 69.1  

  その他 2,204 73.8  

合    計 8,485 77.8  

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当第３四半期連結累計期間における受注実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

品  目 受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

  電気材料 2,980 91.7 155  137.8 

  一般電子部品 3,589 76.0 644  129.0 

  その他 2,040 62.0 405  48.9 

合    計 8,611 76.4 1,205  83.6 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

品  目  販売高(百万円) 前年同四半期比(％) 

  電気材料 48,697 83.0  

  一般電子部品 44,455 100.6  

  半導体 18,514 77.4  

  その他 4,483 67.7  

合    計 116,151 87.1  

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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【参考】 

【個別業績の概要】 

１．平成22年３月期第３四半期の個別業績（平成21年４月１日～平成21年12月31日） 

(1) 個別経営成績(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 92,979 △12.7 1,510 △10.7 2,431 22.4 1,688 56.3

21年３月期第３四半期 106,496 － 1,691 － 1,986 － 1,079 －

 

 
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 54 71 －

21年３月期第３四半期 35 00 －

 

(2) 個別財政状態 

 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 79,106 35,285 44.6 1,143 62

21年３月期 57,564 34,063 59.2 1,104 01

（参考） 自己資本  22年３月期第３四半期 35,285百万円  21年３月期 34,063百万円 

 

（注）１ 四半期個別財務諸表は、法定開示におけるレビューの対象外であります。 

   ２ 四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 
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