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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 25,861 △4.4 3,578 8.3 3,430 3.5 1,851 14.5
21年3月期第3四半期 27,063 ― 3,303 ― 3,314 ― 1,616 ―

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 71.37 ―

21年3月期第3四半期 61.14 ―

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 42,143 34,084 79.4 1,289.89
21年3月期 40,869 34,584 83.3 1,313.20

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  33,457百万円 21年3月期  34,063百万円

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 ― 45.00 ― 45.00 90.00
22年3月期 ― 45.00 ―

22年3月期 
（予想）

45.00 90.00

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 32,000 △1.9 4,000 20.0 4,000 12.8 2,000 2.1 77.11



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） 

(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き作成した 
ものであり、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 ―社 （社名 ） 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 27,464,000株 21年3月期  27,464,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,525,526株 21年3月期  1,525,382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 25,938,564株 21年3月期第3四半期 26,437,215株



  

a 業績の状況 

① PWB（プリント配線板）用部材の販売状況 

・ 世界経済は高い失業率や先進国の景気回復の遅れなど、依然として先行き不透明で厳しい状況が続いているも

のの、主要国の経済対策が功を奏し、低価格パソコンや薄型テレビなどの需要が増加したことにより、当第２

四半期に続き堅調な回復を見せました。 

・ 当社製品の販売も、当第３四半期に入っても順調に推移しました。数量ベースでは殆ど全ての市場で前年同期

を上回り、過去 高である2007年度に近づく販売数量となっています。 

・ 平均販売単価については、円高の影響や低価格製品の増加による製品構成の変化等により前年同期比で低下し

ました。 

・ この結果、PWB用部材の売上高は20,893百万円（前年同期比2.4％減）となりました。 

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用部材の販売は当第３四半期は引き続き堅調に

推移しました。 

・ 平均販売単価は円高の影響や主要原材料である銀価格の下落により低下し、FPD用部材の売上高は4,236百万円

（前年同期比11.1％減）となりました。 

 （製品品目区分による販売実績） 

製品品目別の販売実績は次のとおりです。 

（注）上記の金額には、特許売上は含まれていません。 

③ 利益面の状況（当第３四半期累計期間） 

・ 営業利益は3,578百万円（前年同期比8.3％増）となりました。円高の影響はあるものの、販売数量の回復や固

定費削減等により前年同期を上回りました。 

・ 為替差損を244百万円計上したことなどにより、経常利益は3,430百万円（前年同期比3.5％増）となりました。

また、税金等調整前四半期純利益は3,427百万円（前年同期比26.8％増）となりました。 

・ この結果、四半期純利益は1,851百万円（前年同期比14.5％増）と減収増益となりました。 

  

b 所在地別セグメントの状況 

［日本］ 

・ 日本国内に所在する連結会社は生産販売会社である太陽インキ製造㈱です。 

・ 販売状況は、PWB用部材のうち、「PKG基板用およびフレキシブル基板用部材」は半導体市況の上昇等により

前年同期を上回りました。他の製品品目については、当第３四半期も引き続き回復傾向が見られたものの前

年同期比では減少となりました。 

・ この結果、日本の所在地別売上高は14,892百万円（前年同期比8.2％減）、営業利益は415百万円（前年同期

比20.0％減）となりました。 

［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。 

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

 製品品目の名称 
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  15,826  △556  △3.4

PKG基板用および 
フレキシブル基板用部材  4,279  4,271  △8  △0.2

ビルドアップ基板用部材  749  796  46  6.2

FPD用部材  4,767  4,236  △530  △11.1

その他  825  731  △93  △11.4

合 計  27,004  25,861  △1,143  △4.2



・ アジア地域の所在地別売上高は18,331百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は3,114百万円（前年同期比

22.3％増）となりました。各地域の概況は以下のとおりです。 

① 台湾 

・ 台湾に所在する連結会社は生産販売子会社である台湾太陽油墨股份有限公司です。 

・ 「リジッド基板用部材」の販売は、半導体市況の上昇等による台湾電子部品業界の回復があり当第３四半

期では前年同期を上回る水準となりました。 

② 韓国 

・ 韓国に所在する連結会社は生産販売子会社である韓国タイヨウインキ㈱です。 

・ 「リジッド基板用部材」の販売はウォン安等による韓国輸出企業の活況などから、好調に推移しました。 

・ FPD用部材の販売は当期に入り緩やかな回復が続いており、前年同期を上回る水準となりました。 

③ 中国（含む香港） 

・ 中国に所在する連結会社は生産販売子会社である太陽油墨（蘇州）有限公司、および主に華南市場向け営

業活動を行う販売子会社であるTAIYO INK INTERNATIONAL（HK）LIMITEDです。 

・ 「リジッド基板用部材」の販売は中国政府の内需拡大策の効果などにより引き続き好調に推移しました。 

④ その他アジア 

・ その他アジアに所在する連結会社は販売子会社であるTAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTDで

す。同社は主にASEAN諸国を担当しています。 

・ タイ市場を中心に当第３四半期も堅調に推移しました。 

［北米］ 

・ 北米に所在する連結会社は生産販売子会社である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。 

・ 他の市場とは異なり、担当市場では明確な回復傾向は見られず、販売は低迷しました。 

・ 同社の売上高は768百万円（前年同期比20.2％減）、営業利益は77百万円（前年同期比49.7％減）となりまし

た。 

  

  

ａ 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  23,880          25,681  1,801

現金及び預金約10億円の減少、受取手形
及び売掛金約26億円の増加、たな卸資産
約４億円の増加、繰延税金資産約４億円
の減少 

固定資産  16,989          16,461  △528

資産合計  40,869          42,143  1,273   

負債合計  6,285           8,058  1,773
支払手形及び買掛金約29億円の増加、未
払金約10億円の減少 

純資産合計  34,584          34,084  △500
四半期純利益約18億円、配当金支払約23
億円 

負債純資産合計  40,869          42,143  1,273   



ｂ 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。 

   

  

平成22年３月期通期の連結業績予想 

・平成22年３月期の通期業績予想につきましては、平成21年８月10日公表の業績予想から変更していません。 

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末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しています。 

（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し、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しています。 

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。  

該当事項はありません。 

（追加情報） 

当社は、確定給付企業年金制度に加えて、平成21年10月１日付で確定拠出年金制度を新たに導入しました。 

  
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） 

大口要因 

（当第３四半期累計期間の内容）  

営業活動による 
キャッシュ・フロー   2,659  1,995

税金等調整前四半期純利益による約34億円
の増加、売上債権・たな卸資産の増加によ
り約33億円の減少、仕入債務の増加により
約27億円の増加、その他流動負債の減少に
より約8億円の減少 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  △503  △542 有形固定資産の取得により約４億円の減少

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  △3,880  △2,366 配当金約23億円の支払い 

現金及び現金同等物の増減額   △2,518  △1,050   

現金及び現金同等物の 
四半期末残高   10,587  10,240   

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



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 12,775 13,812

受取手形及び売掛金 ※5  9,283 6,644

有価証券 0 0

商品及び製品 1,836 1,356

仕掛品 248 187

原材料及び貯蔵品 1,321 1,403

その他 515 926

貸倒引当金 △300 △450

流動資産合計 25,681 23,880

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  7,776 ※2  8,007

その他（純額） 6,267 6,637

有形固定資産合計 ※1  14,043 ※1  14,644

無形固定資産   

のれん 56 85

その他 341 382

無形固定資産合計 398 468

投資その他の資産 ※3  2,019 ※3  1,876

固定資産合計 16,461 16,989

資産合計 42,143 40,869

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,498 3,005

未払法人税等 278 249

賞与引当金 134 213

役員賞与引当金 37 56

その他 978 1,778

流動負債合計 6,927 5,303

固定負債   

退職給付引当金 206 181

役員退職慰労引当金 101 90

その他 823 709

固定負債合計 1,131 981

負債合計 8,058 6,285



（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) 

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 27,502 27,985

自己株式 △4,060 △4,060

株主資本合計 36,679 37,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 119 55

為替換算調整勘定 △3,340 △3,155

評価・換算差額等合計 △3,221 △3,100

少数株主持分 626 522

純資産合計 34,084 34,584

負債純資産合計 42,143 40,869



（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 27,063 25,861

売上原価 18,531 17,775

売上総利益 8,531 8,086

販売費及び一般管理費 ※1  5,228 ※1  4,507

営業利益 3,303 3,578

営業外収益   

受取利息 164 48

受取配当金 45 19

その他 94 39

営業外収益合計 303 106

営業外費用   

支払利息 7 0

為替差損 269 244

その他 15 9

営業外費用合計 292 254

経常利益 3,314 3,430

特別利益   

固定資産売却益 2 0

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産除売却損 344 3

投資有価証券評価損 226 －

損害賠償金 42 －

特別損失合計 613 3

税金等調整前四半期純利益 2,703 3,427

法人税、住民税及び事業税 1,340 927

法人税等調整額 △305 568

法人税等合計 1,034 1,496

少数株主利益 52 80

四半期純利益 1,616 1,851



（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 2,703 3,427

減価償却費 1,035 938

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 13

賞与引当金の増減額（△は減少） △142 △78

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26 △18

受取利息及び受取配当金 △209 △67

支払利息 7 0

損害賠償損失 42 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,321 △2,909

たな卸資産の増減額（△は増加） 41 △405

仕入債務の増減額（△は減少） △1,927 2,710

未払消費税等の増減額（△は減少） 413 △88

その他 848 △725

小計 4,202 2,798

利息及び配当金の受取額 214 70

利息の支払額 △7 △0

法人税等の支払額 △1,750 △872

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,659 1,995

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 △2,533

定期預金の払戻による収入 5,055 2,480

有形固定資産の取得による支出 △574 △463

無形固定資産の取得による支出 △451 △23

貸付けによる支出 △24 △25

貸付金の回収による収入 17 20

関係会社出資金の払込による支出 △865 －

その他 38 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △503 △542

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 △0

配当金の支払額 △3,439 △2,334

少数株主への配当金の支払額 △109 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,880 △2,366

現金及び現金同等物に係る換算差額 △793 △137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,518 △1,050

現金及び現金同等物の期首残高 13,106 11,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  10,587 ※1  10,240



 該当事項はありません。 

  

 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） 

 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。 

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）

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）

（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 

前第３四半期連結累計期間  

（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）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〕

  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

高又は振替高 
 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

  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  6,802  18,321  737  25,861  －  25,861

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高  8,090  9  31  8,131  △8,131  －

計  14,892  18,331  768  33,992  △8,131  25,861

営業利益  415  3,114  77  3,607  △29  3,578

96 95
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４．追加情報 

前第３四半期連結累計期間 

（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。 

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）

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）

（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…ドイツ等 

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。  

 該当事項はありません。 
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〔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

  北 米 アジア ヨーロッパ・他 計 

Ⅰ 海外売上高  660  20,278  86  21,024

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  25,861

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 2.6  78.4  0.3  81.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(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21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21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

す。 

15,784 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円で

す。 

14,967

※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います。 

建物及び構築物 8百万円

※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います。 

建物及び構築物 5百万円

※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、 百万円です。 171

※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、 百万円です。 39

４ 輸出手形割引高 

百万円 32

４ 輸出手形割引高 

百万円 31

※５ 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いま

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いま

す。 

受取手形 92百万円

―――――――――――― 

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） 

※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  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

給料 920百万円

貸倒引当金繰入額 18  

賞与引当金繰入額 64  

役員賞与引当金繰入額 37  

役員退職慰労引当金繰入額 10  

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） 

※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 

※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  

（平成21年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 12,775百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
2,535  

現金及び現金同等物 10,240  
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