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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 28,675 △24.8 △578 ― △1,068 ― △1,316 ―

21年3月期第3四半期 38,124 ― △1,694 ― △2,181 ― △3,835 ―

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 △13.68 ―

21年3月期第3四半期 △39.84 ―

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 41,780 18,054 40.8 177.16
21年3月期 47,163 19,196 38.5 188.69

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  17,044百万円 21年3月期  18,157百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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 38,800 △15.8 200 ― △300 ― 100 ― 1.04
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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  
[新規 ―社（社名     ） 除外 1社（社名：旭化成東光パワーデバイス株式会社）] 
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいて算定しております。従って実際の業績は、業況の変化などにより記載の予想とは大きく
異なる場合があります。 

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 97,540,646株 21年3月期  97,540,646株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,327,056株 21年3月期  1,311,343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 96,219,216株 21年3月期第3四半期 96,254,118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 3四半期における世界経済は、各国の経済政策に支えられ、先進国、新興国ともに概ね回復

基調を維持していますが、個々に問題を抱えており、引き続き予断を許さない状況であります。米

国及び欧州は、第 2四半期にプラス成長に転じましたが、失業率は高止まりが続き、個人消費は力

強さを欠いた状況です。一方でアジアは、中国・インドが公共投資や輸出の回復を背景に高い成長

率を維持しており、それらに牽引される形で概ね回復傾向にあります。 

当グループの属する電子機器市場においては、既存のＡＶ機器などはいまだ回復途上ですが、携

帯電話はスマートフォンの好調などの要因により、ノートＰＣは低価格化を背景に、それぞれ強い

成長が見られます。また、液晶テレビの出荷台数も、複数の国で景気刺激策の対象になったことを

背景に、一貫して高い成長率を維持しています。 

このような状況の中、当社は携帯電話、ゲーム機、ノートパソコン、デジタルラジオ、液晶ＴＶ

等の市場に積極的な販売活動を行った結果、受注は回復傾向になっております。しかしながら、第 2

四半期までは前期の世界的金融危機の影響から需要が回復していなかったことや、為替の影響等を

受けて、当第 3 四半期連結累計期間の売上高は前年同期比で 24.8％減少し、28,675 百万円となりま

した。 

 

部門別の概況は次の通りです。 

（コイル応用商品部門） 

メタルアロイパワーインダクタやデジタルラジオ向けモジュール等の売上が伸張したものの、

第 2 四半期までの世界的な景気後退の影響から既存のパワーインダクタや液晶バックライト向け

トランス等の他商品が減少し、売上高は前年同期比 25.5％減の 18,525 百万円になりました。 

（固体商品部門） 

携帯電話向けに積層チップパワーインダクタが増加しておりますが、積層チップインダクタ等

の他商品が減少し、売上高は前年同期比 30.5％減の 2,618 百万円となりました。 

（半導体部門） 

商品全般で売上が減少し、売上高は前年同期比 20.8％減の 7,530 百万円となりました。 

 

収支面につきましては、半導体事業の譲渡、早期希望退職の実施、国内外事業所の再編など、事

業構造改善の効果が表れてきたことや、生産革新による労務費及び製造経費の圧縮などに努めた結

果、当第 3 四半期連結会計期間の業績は、直前四半期と比較すると、営業損益は 981 百万円改善し

ております。しかしながら、累計では第 2 四半期までの影響が残っており、第 3 四半期連結累計期

間における損益は、営業損失が 578 百万円(前年同期は 1,694 百万円の損失)、経常損失は 1,068 百

万円(前年同期は 2,181 百万円の損失)、四半期純損失は 1,316 百万円(前年同期は 3,835 百万円の損

失)となりました。 

 

 

(単位：百万円)

期　別　　

　科　目 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

％ ％ ％ ％

売 上 高 8,265 100.0 10,199 100.0 10,210 100.0 28,675 100.0

営 業 利 益 (△ 損 失 ) △1,070 △12.9 △244 △2.4 737 7.2 △578 △2.0

経 常 利 益 (△ 損 失 ) △1,063 △12.9 △589 △5.8 583 5.7 △1,068 △3.7

四 半 期純 利益 (△損 失) △1,027 △12.4 △738 △7.2 449 4.4 △1,316 △4.6

～平成21年12月31日) 

 (平成21年7月1日  (平成21年10月1日

連結会計期間

第3四半期
連結累計期間

 (平成21年4月1日

連結会計期間 連結会計期間

～平成21年6月30日) ～平成21年9月30日) ～平成21年12月31日) 

第1四半期 第2四半期 第3四半期

 (平成21年4月1日
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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としましては、資産の部は、半導体事業譲渡に伴い、たな

卸資産や有形固定資産が減少したことなどにより、前期末比 5,382 百万円減少の 41,780 百万円となり

ました。また負債の部は、社債の償還や借入金の返済、半導体事業譲渡に伴う退職給付引当金の減少

などにより、前期末比 4,240 百万円減少の 23,726 百万円となりました。純資産の部は、評価・換算差

額等は増加したものの、四半期純損失 1,316 百万円による利益剰余金減少の影響が大きく、前期末比

1,142 百万円減少の 18,054 百万円となりました。 

 

 

３．平成 22 年 3月期の連結業績予想 

 平成21年11月5日公表の通期業績予想に変更はございません。 

 

 

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） 

前期末において当社の連結子会社であった館山デバイス株式会社は、平成 21 年 4 月 1 日付で同

社株式の 80％を譲渡したため、連結の範囲から外れております。また、残りの 20％についても、3

年後の譲渡及び譲渡対価の計算方法が今後の同社の業績とは無関係に決定していることから、持分

法を適用して同社の損益を連結財務諸表に取り込んだ場合、利害関係者の判断を著しく誤らせる恐

れがあるため、持分法の適用範囲から除外しております。なお、同社は、譲渡と同時に名称を「旭

化成東光パワーデバイス株式会社」に変更しております。 

 

（２）簡便な会計処理 

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第 3 四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化が無いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

 

  ② 棚卸資産の評価方法 

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。 

 

  ③ 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及び一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、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。 
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（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。 

 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当グループは、前連結会計年度において、大幅な売上高の減少（前期比△21.6％）、重要な営業

損失（連結営業損失 3,603 百万円）を計上し、金融機関からの借入金の一部について財務制限条項

に抵触したものがあり、当第３四半期連結累計期間においても、大幅な売上高の減少、578 百万円

の営業損失があり、財務制限条項が付されている借入金があるため、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせる状況があります。 

 この状況に対して当グループでは、2009 年４月１日付けで半導体事業を譲渡し、その譲渡対価

が入金されたことによる財務の改善に加え、早期希望退職の実施や本社を含む国内外事業所の再編

など事業構造改善を実施し、これにより、売上高の減少や為替の影響はありますが、直前四半期に

比べ業績は回復基調にあり、営業利益については計画通りに推移しております。また、当第 3四半

期連結会計期間末時点では、財務制限条項に抵触している借入金はありません。これにより、継続

企業の前提に重要な不確実性はないものと判断しております。 
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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：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 9,051 7,902

受取手形及び売掛金 10,611 8,594

商品及び製品 2,648 3,830

仕掛品 288 1,808

原材料及び貯蔵品 1,624 2,226

繰延税金資産 51 59

その他 1,152 860

貸倒引当金 △33 △68

流動資産合計 25,393 25,214

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,861 16,357

機械装置及び運搬具 19,272 30,298

工具、器具及び備品 6,415 8,412

土地 1,624 2,147

リース資産 3 3

建設仮勘定 270 453

減価償却累計額及び減損損失累計額 △27,664 △38,678

有形固定資産合計 12,783 18,994

無形固定資産 67 167

投資その他の資産   

投資有価証券 2,857 1,779

長期貸付金 1 162

繰延税金資産 91 88

その他 658 777

貸倒引当金 △71 △21

投資その他の資産合計 3,536 2,787

固定資産合計 16,387 21,949

資産合計 41,780 47,163
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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 6,185 3,580

短期借入金 7,250 7,955

1年内償還予定の社債 500 1,000

リース債務 0 0

未払法人税等 234 291

繰延税金負債 19 29

賞与引当金 312 721

事業構造改善引当金 373 535

その他 2,202 4,146

流動負債合計 17,078 18,262

固定負債   

社債 1,000 2,000

長期借入金 2,060 2,580

リース債務 1 2

繰延税金負債 395 407

退職給付引当金 2,841 4,300

役員退職慰労引当金 37 45

その他 312 368

固定負債合計 6,648 9,704

負債合計 23,726 27,966

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,446 16,446

資本剰余金 14,560 14,560

利益剰余金 △9,069 △7,753

自己株式 △448 △445

株主資本合計 21,489 22,808

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 544 89

為替換算調整勘定 △4,988 △4,740

評価・換算差額等合計 △4,444 △4,650

新株予約権 61 61

少数株主持分 948 978

純資産合計 18,054 19,196

負債純資産合計 41,780 47,163
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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 38,124 28,675

売上原価 31,037 23,716

売上総利益 7,086 4,958

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 2,889 1,989

賞与引当金繰入額 197 128

退職給付引当金繰入額 285 242

研究開発費 1,817 952

その他 3,590 2,224

販売費及び一般管理費合計 8,781 5,537

営業損失（△） △1,694 △578

営業外収益   

受取利息 43 18

受取配当金 49 25

その他 67 79

営業外収益合計 159 123

営業外費用   

支払利息 173 177

為替差損 296 233

海外源泉税 73 4

持分法による投資損失 47 14

その他 55 184

営業外費用合計 646 614

経常損失（△） △2,181 △1,068

特別利益   

固定資産売却益 － 32

関係会社清算益 136 22

投資有価証券売却益 28 －

その他 10 －

特別利益合計 176 55

特別損失   

固定資産処分損 132 83

投資有価証券評価損 1,058 －

たな卸資産評価損 150 －

事業構造改善費用 220 －

その他 80 22

特別損失合計 1,642 106

税金等調整前四半期純損失（△） △3,647 △1,120

法人税、住民税及び事業税 203 203

過年度法人税等 4 0
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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) 

法人税等調整額 △75 △39

法人税等合計 131 164

少数株主利益 55 31

四半期純損失（△） △3,835 △1,316
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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損失（△） △3,647 △1,120

減価償却費 2,733 1,523

退職給付引当金の増減額（△は減少） △313 △116

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 16

受取利息及び受取配当金 △92 △43

支払利息 173 177

持分法による投資損益（△は益） 47 14

有形固定資産処分損益（△は益） 125 51

投資有価証券評価損益（△は益） 1,058 －

ゴルフ会員権評価損 7 2

関係会社清算損益（△は益） △136 △22

事業構造改善費用 220 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,982 △2,105

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,506 884

仕入債務の増減額（△は減少） △693 2,638

その他 933 △1,342

小計 883 557

利息及び配当金の受取額 95 47

利息の支払額 △169 △166

特別退職金の支払額 － △1,207

法人税等の支払額 △262 △248

営業活動によるキャッシュ・フロー 546 △1,017

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 △75 －

定期預金の払戻による収入 － 45

有形固定資産の取得による支出 △3,162 △1,349

有形固定資産の売却による収入 285 153

投資有価証券の取得による支出 △54 －

投資有価証券の売却による収入 62 －

貸付けによる支出 △2 △1

貸付金の回収による収入 18 3

関係会社の整理による収入 289 62

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 6,061

その他 △21 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,660 4,973
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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） 984 △667

社債の償還による支出 － △1,500

長期借入金の返済による支出 △520 △520

少数株主への配当金の支払額 － △59

自己株式の取得による支出 △4 △2

配当金の支払額 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 458 △2,749

現金及び現金同等物に係る換算差額 △71 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,726 1,189

現金及び現金同等物の期首残高 8,993 7,761

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △10 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,257 8,951
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東光株式会社（6801）平成 22 年 3 月期 第 3四半期決算短信 

 

 

（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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