
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ジオマテック株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 6907 URL http://www.geomatec.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 松崎 隆造
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員 （氏名） 中村 和正 TEL 045-222-5720
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

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 5,437 △26.4 6 ― 22 ― 17 ―
21年3月期第3四半期 7,387 ― △203 ― △189 ― △282 ―

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 2.06 ―
21年3月期第3四半期 △33.65 ―

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 18,858 15,090 80.0 1,800.24
21年3月期 19,128 15,301 80.0 1,825.38

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  15,090百万円 21年3月期  15,301百万円

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 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 7.50 ―
22年3月期 

（予想） 7.50 15.00

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 8,500 △1.6 280 ― 320 ― 320 ― 38.17



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 
上記の予想は、本資料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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 9,152,400株 21年3月期  9,152,400株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  769,663株 21年3月期  769,640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 8,382,755株 21年3月期第3四半期 8,382,760株



 

 

【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、内需刺激策や輸出増加に支えられ、企業の生産活動に持ち直

しの動きはみられるものの、厳しい雇用・所得環境を背景にした個人消費の減退に加え、円高・デフレが進行する

など、企業の収益環境は依然として不透明な中で推移いたしました。 

 このような経済環境の中、当社グループ製品の主力市場である中小型フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）市

場や光学機器用部品市場は、在庫調整の一巡や新たな製品展開により需要は回復基調で推移いたしました。 

当社業績につきましては、需要が回復基調で推移したことから、当第３四半期連結会計期間の売上高は前年同期

比18.5％増の23億30百万円となったものの、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期の水準まで回復するに

は至りませんでした。この結果、売上高は54億37百万円（前年同期比26.4％減）となりました。損益面につきまし

ては、売上高が回復基調で推移したことや継続的に実施している生産性向上策、経費削減効果により、経常利益は

22百万円（前年同期は１億89百万円の経常損失）、四半期純利益は17百万円（前年同期は２億82百万円の四半期純

損失）となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

（ＦＰＤ用基板） 

 ＦＰＤ用基板につきましては、カーナビゲーション向けタッチパネル用基板が、各国の自動車購入支援策による

自動車生産台数の回復を受け需要は回復基調で推移いたしました。また、その他タッチパネル用基板につきまして

も、携帯電話やスマートフォン向けでタッチパネルを搭載した製品が順次発売されるなど需要は回復基調で推移い

たしました。ＴＦＴパネル用基板につきましては、携帯電話やモバイル機器向けに需要の広がりが見られることか

ら安定的に推移いたしました。この結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は前年同期比27.2％増の15億

50百万円となったものの、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期の水準を回復するには至りませんでした。

売上高は35億97百万円（前年同期比28.6％減）となりました。 

（光学機器用部品） 

 光学機器用部品につきましては、学校等公共機関向けデータ対応型液晶プロジェクター用の光学部品の受注を確

保したことから、当第３四半期連結会計期間の売上高は前年同期程度まで回復したものの、当第３四半期連結累計

期間では前年同期の水準まで回復するには至りませんでした。売上高は13億12万円（前年同期比21.9％減）となり

ました。 

（その他） 

 その他につきましては、太陽電池向け電極膜や装飾用加飾膜、測温用薄膜熱電対製品など新たな製品群を加えた

結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は前年同期比18.8％増の２億25百万円となったものの、当第３四半期連

結累計期間の売上高は前年同期の水準まで回復するには至りませんでした。売上高は５億27百万円（前年同期比

21.0％減）となりました。 

 

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財政状態を前連結会計年度末と比較すると、総資産は２億69百万円、純資産は２

億10百万円それぞれ減少し、自己資本比率は80.0％となりました。 

 増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が８億59百万円、有価証券が４億98百万円それぞれ減少し、受取

手形及び売掛金が10億９百万円増加しました。流動負債では支払手形及び買掛金が３億28百万円増加し、固定負債

では長期借入金が４億30百万円減少しました。 

（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、前連結会計年度末に

比べ13億58百万円減少し、66億６百万円となりました。 

 営業活動の結果使用した資金は１億36百万円（前年同期は６億85百万円の獲得）となりました。これは主に、減

価償却費の５億53百万円等の資金増加要因があったものの、売上債権と仕入債務の増加により純額で６億98百万円

の資金減少要因等があったことによるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は４億42百万円（前年同期比0.0％増）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２億40百万円と投資有価証券の取得による支出２億３百万円によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は７億67百万円（前年同期比46.4％増）となりました。これは主に、長期借入金の

返済額５億59百万円及び配当金の支払額１億88百万円があったことによるものであります。 



 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年３月期の通期業績予想につきましては、厳しい雇用・所得環境を背景にした個人消費の減退や円高・デ

フレの進行など、市場環境は依然として楽観を許さない状況でありますが、当社グループの業績は概ね計画どおり

推移しており、現時点においては平成21年８月10日発表の業績予想を据え置きとさせていただきます。 

 

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 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。 

② 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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) 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：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 5,554,475 6,414,190

受取手形及び売掛金 2,797,970 1,788,175

有価証券 1,052,445 1,551,422

商品及び製品 156,357 231,346

仕掛品 184,062 89,455

原材料及び貯蔵品 562,159 525,610

その他 107,636 134,066

貸倒引当金 △2,054 △1,703

流動資産合計 10,413,053 10,732,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,128,559 2,238,691

機械装置及び運搬具（純額） 1,942,947 2,140,097

土地 2,500,162 2,500,162

その他（純額） 395,690 229,940

有形固定資産合計 6,967,360 7,108,891

無形固定資産 44,112 45,426

投資その他の資産   

投資有価証券 696,870 517,125

その他 742,529 730,591

貸倒引当金 △5,263 △6,523

投資その他の資産合計 1,434,135 1,241,192

固定資産合計 8,445,608 8,395,511

資産合計 18,858,662 19,128,074



（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 720,840 392,697

短期借入金 180,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 609,288 737,548

未払法人税等 17,047 21,512

引当金 81,342 113,387

その他 539,367 325,577

流動負債合計 2,147,886 1,790,722

固定負債   

長期借入金 1,146,690 1,577,681

退職給付引当金 217,397 202,141

役員退職慰労引当金 252,095 252,095

その他 3,675 3,675

固定負債合計 1,619,857 2,035,592

負債合計 3,767,743 3,826,315

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,043,850 4,043,850

資本剰余金 8,297,350 8,297,350

利益剰余金 3,680,196 3,851,564

自己株式 △811,059 △811,032

株主資本合計 15,210,337 15,381,732

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,599 60,883

為替換算調整勘定 △163,019 △140,857

評価・換算差額等合計 △119,419 △79,973

純資産合計 15,090,918 15,301,759

負債純資産合計 18,858,662 19,128,074



（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 7,387,187 5,437,666

売上原価 6,204,847 4,217,034

売上総利益 1,182,340 1,220,632

販売費及び一般管理費 1,386,019 1,214,542

営業利益又は営業損失（△） △203,679 6,089

営業外収益   

受取利息 24,100 25,679

受取配当金 16,162 7,691

不動産賃貸料 29,499 27,232

違約金収入 21,241 －

その他 20,161 20,074

営業外収益合計 111,164 80,678

営業外費用   

支払利息 18,691 25,252

減価償却費 32,108 －

為替差損 29,435 19,603

不動産賃貸費用 11,861 11,474

その他 5,222 8,047

営業外費用合計 97,320 64,378

経常利益又は経常損失（△） △189,835 22,389

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,215 909

固定資産売却益 1,456 949

特別利益合計 2,671 1,859

特別損失   

災害による損失 23,780 －

投資有価証券評価損 71,053 1,815

固定資産処分損 886 498

特別損失合計 95,720 2,313

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△282,883 21,935

法人税、住民税及び事業税 10,275 8,332

法人税等調整額 △11,050 △3,641

法人税等合計 △775 4,691

四半期純利益又は四半期純損失（△） △282,108 17,243



（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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△282,883 21,935

減価償却費 658,632 553,692

固定資産処分損益（△は益） △569 △451

災害損失 23,780 －

投資有価証券評価損益（△は益） 71,053 1,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,215 △909

賞与引当金の増減額（△は減少） △106,249 △32,045

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,664 15,255

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,962 －

受取利息及び受取配当金 △40,262 △33,371

支払利息 18,691 25,252

為替差損益（△は益） 20,349 6,755

売上債権の増減額（△は増加） 1,011,462 △1,027,316

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,868 △58,150

仕入債務の増減額（△は減少） △444,832 328,920

その他 △82,351 60,535

小計 696,110 △138,081

利息及び配当金の受取額 40,549 32,736

利息の支払額 △18,106 △24,555

災害損失の支払額 △20,580 －

法人税等の支払額 △16,523 △11,110

法人税等の還付額 4,001 4,772

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,452 △136,238

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 △400 △400

定期預金の払戻による収入 400 400

有形固定資産の取得による支出 △438,435 △240,578

有形固定資産の売却による収入 3,675 2,305

無形固定資産の取得による支出 △1,200 △1,459

投資有価証券の取得による支出 △3,736 △203,794

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,200 4,950

貸付けによる支出 △17,887 △18,419

貸付金の回収による収入 12,681 14,134

投資活動によるキャッシュ・フロー △442,701 △442,861

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 －

短期借入金の返済による支出 － △20,000

長期借入金の返済による支出 △472,394 △559,251

自己株式の取得による支出 － △26

配当金の支払額 △252,112 △188,612

財務活動によるキャッシュ・フロー △524,506 △767,890

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,600 △11,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △306,356 △1,358,691

現金及び現金同等物の期首残高 6,964,275 7,965,213

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,657,918 6,606,521



 (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） 

 
ＦＰＤ用基
板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 5,038,665 1,681,112 667,409 7,387,187 － 7,387,187

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 5,038,665 1,681,112 667,409 7,387,187 － 7,387,187

営業利益又は営業損失（△） 943,708 △363,873 60,051 639,885 (843,565) △203,679

 

   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） 

 
ＦＰＤ用基
板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 3,597,811 1,312,435 527,418 5,437,666 － 5,437,666

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 3,597,811 1,312,435 527,418 5,437,666 － 5,437,666

営業利益又は営業損失（△） 769,517 △89,437 56,598 736,677 (730,587) 6,089

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類、性質、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業 

 ＦＰＤ用基板事業 
携帯電話、カーナビゲーション、携帯情報端末、アミューズメント機器、
ノート型パソコン、デジタルカメラ等の表示用基板 

 光学機器用部品事業 
液晶プロジェクター、測定機器、ステッパー、光通信機器、医療用機器、
照明用機器等の光学機器用部品 

 その他の事業 
ディスプレイフィルター、太陽電池、透明ヒーター（デフロスター）、減
衰フィルター等の基板、fθレンズ、ビームエクスパンダーレンズ 

３．会計方針の変更 

 前第３四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連

結累計期間の営業利益が、「ＦＰＤ用基板事業」で1,987千円、「その他の事業」で5,977千円それぞれ

減少し、営業損失が「光学機器用部品事業」で8,277千円増加しております。 



【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） 

 
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 6,750,268 636,919 7,387,187 － 7,387,187

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

34,768 305,224 339,992 (339,992) －

計 6,785,037 942,143 7,727,180 (339,992) 7,387,187

営業利益又は営業損失（△） 700,462 △65,308 635,153 (838,832) △203,679

 

   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） 

 
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 4,726,404 711,262 5,437,666 － 5,437,666

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

123,131 142,443 265,575 (265,575) －

計 4,849,535 853,706 5,703,241 (265,575) 5,437,666

営業利益 726,911 15,550 742,462 (736,372) 6,089

 （注）会計方針の変更 

 前第３四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連

結累計期間の営業利益が「日本」で11,956千円減少し、営業損失が「中国」で4,285千円増加しており

ます。 

 



【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） 

 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 764,159 764,159

Ⅱ 連結売上高（千円） － 7,387,187

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.3 10.3

 

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） 

 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 896,699 896,699

Ⅱ 連結売上高（千円） － 5,437,666

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.5 16.5

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．区分に属する国の内訳は次のとおりであります。 

   アジア………中国、韓国 

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あります。 

 

 (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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