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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 68,004 9.5 1,839 68.7 2,014 63.0 1,346 93.6
22年3月期第3四半期 62,123 △17.6 1,090 △22.8 1,235 △26.6 695 43.3

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

23年3月期第3四半期 12,703.08 ―

22年3月期第3四半期 6,560.75 ―

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

23年3月期第3四半期 51,264 22,703 44.3 214,185.83
22年3月期 45,649 21,911 48.0 206,711.56

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  22,703百万円 22年3月期  21,911百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  

平成23年3月期（予想）の期末配当金3,600円00銭には、記念配当600円00銭が含まれております。 
なお、詳しくは本日別途公表いたしました「平成23年3月期配当予想の修正（東証一部指定記念配当）に関するお知らせ」をご参照ください。 

年間配当金

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

22年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
23年3月期 ― 3,000.00 ―

23年3月期 
（予想）

3,600.00 6,600.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 93,000 9.2 2,870 38.0 2,900 37.0 1,910 63.8 18,018.87



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、添付資料3ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 106,000株 22年3月期  106,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 106,000株 22年3月期3Q 106,000株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、為替水準が円高傾向にあることや中国を中心とし
たアジア地域の内需拡大ペースが緩やかになりつつあることを背景に、第2四半期までの景気回復スピ
ードが鈍り、先行きに対する警戒感が残る状況となっております。 
当社グループが参画しているエレクトロニクス業界では、急速な回復を遂げた半導体製品に関し、民

生機器関連に需要の減速がみられる中、スマートフォン市場は順調な拡大を示しており、また、産業機
器関連の需要は回復を続けております。国内企業のIT投資に対する抑制傾向は続いており、本格的な回
復には依然として時間を要すると見込まれておりますが、これまで延期されてきたシステムの刷新等に
ついては徐々に回復しつつあります。 
当社グループにおける当第3四半期連結累計期間の業績については、売上高680億4百万円（前年同期

比9.5％増）、営業利益18億3千9百万円（前年同期比68.7％増）、経常利益20億1千4百万円（前年同期
比63.0％増）、四半期純利益13億4千6百万円（前年同期比93.6％増）となりました。また、報告セグメ
ントに係る業績については、次のとおりであります。 

  

半導体製品のうち、医療機器やFA機器等の産業機器関連については需要が引き続き堅調であったこ
とから、アナログICやカスタムICの売上が伸長し、当第3四半期連結累計期間における売上高は561億
2千7百万円となりました。 

  

コンピュータ・ネットワーク関連機器については、製品販売が依然として低調に推移する一方で、
保守サービスが堅調に推移するというこれまでの傾向に大きな変化は生じておらず、当第3四半期連
結累計期間における売上高は118億7千6百万円となりました。 

  

当第3四半期連結会計期間末における総資産は512億6千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ56億
1千5百万円の増加となりました。これは主に、商品及び製品が増加したことによります。負債総額は
285億6千万円となり、前連結会計年度末に比べ48億2千3百万円の増加となりました。これは主に、買掛
金、未払法人税等が減少した一方、短期借入金、前受金(流動負債の「その他」)が増加したことにより
ます。また、純資産総額は227億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億9千2百万円の増加となり
ました。以上の結果、自己資本比率は44.3％となり前連結会計年度末に比べ3.7ポイント低下いたしま
した。 

  

平成23年3月期の通期連結業績予想数値については、概ね計画に沿った業績で推移しており、今後の
見通しも踏まえ、現時点では前回（平成22年9月24日）公表の業績予想に変更はありません。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

（半導体及び電子デバイス事業）

（コンピュータシステム関連事業）

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

東京エレクトロン デバイス㈱（2760）平成23年3月期　第3四半期決算短信

－2－



 該当事項はありません。 

  

・税金費用の計算  
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。 
 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。 

  

・資産除去債務に関する会計基準の適用 
  第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3

月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3
月31日)を適用しております。 
 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ11,728千円減少しており、税金等調整前四半期純利益
は54,423千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は
174,457千円であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,754,199 1,621,262

受取手形及び売掛金 20,885,097 20,890,706

商品及び製品 20,270,681 15,508,551

仕掛品 295,997 128,158

その他 3,457,758 2,989,992

貸倒引当金 △147,237 △2,002

流動資産合計 46,516,497 41,136,668

固定資産   

有形固定資産 1,417,425 1,121,766

無形固定資産 391,564 464,922

投資その他の資産   

その他 2,950,662 3,439,904

貸倒引当金 △11,776 △514,244

投資その他の資産合計 2,938,886 2,925,660

固定資産合計 4,747,876 4,512,349

資産合計 51,264,373 45,649,018

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,366,231 7,255,698

短期借入金 11,071,675 5,105,824

未払法人税等 81,515 1,132,170

賞与引当金 387,259 856,855

役員賞与引当金 31,613 26,158

その他 4,976,229 4,161,957

流動負債合計 22,914,523 18,538,665

固定負債   

退職給付引当金 5,031,176 4,715,170

役員退職慰労引当金 121,875 102,523

その他 493,100 381,234

固定負債合計 5,646,152 5,198,928

負債合計 28,560,675 23,737,593

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,495,750 2,495,750

資本剰余金 5,645,240 5,645,240

利益剰余金 14,666,743 13,903,216

株主資本合計 22,807,733 22,044,207

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 38,462 △67,167

為替換算調整勘定 △142,498 △65,614

評価・換算差額等合計 △104,035 △132,781

純資産合計 22,703,697 21,911,425

負債純資産合計 51,264,373 45,649,018
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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21年 4月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 62,123,509 68,004,027

売上原価 52,286,764 56,308,438

売上総利益 9,836,745 11,695,588

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 3,440,514 3,647,021

賞与引当金繰入額 347,454 372,616

役員賞与引当金繰入額 13,650 31,613

退職給付引当金繰入額 632,346 591,014

貸倒引当金繰入額 － 145,234

その他 4,312,444 5,068,245

販売費及び一般管理費合計 8,746,409 9,855,745

営業利益 1,090,335 1,839,843

営業外収益   

受取利息 95 121

受取配当金 251 －

為替差益 173,682 193,183

保険配当金 22,324 24,407

その他 12,593 9,276

営業外収益合計 208,947 226,988

営業外費用   

支払利息 21,902 20,711

売上債権売却損 37,249 24,617

その他 4,204 6,963

営業外費用合計 63,356 52,292

経常利益 1,235,925 2,014,539

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 48,693

投資有価証券売却益 － 67,650

特別利益合計 － 116,343

特別損失   

固定資産除却損 20,156 24,490

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 2,261 －

投資有価証券評価損 50,869 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,694

賃貸借契約解約損 － 32,144

特別損失合計 73,287 99,329

税金等調整前四半期純利益 1,162,638 2,031,552

法人税等 467,198 685,026

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,346,526

四半期純利益 695,439 1,346,526

東京エレクトロン デバイス㈱（2760）平成23年3月期　第3四半期決算短信

－5－



(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21年 4月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成22年 4月 1日 
 至 平成22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 1,162,638 2,031,552

減価償却費 363,570 334,059

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,345 △357,232

賞与引当金の増減額（△は減少） △125,562 △467,928

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13,650 5,455

退職給付引当金の増減額（△は減少） 330,791 316,006

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,250 19,352

受取利息及び受取配当金 △346 △121

支払利息 21,902 20,711

為替差損益（△は益） 686 1,329

有形固定資産除却損 1,470 24,129

無形固定資産除却損 18,686 361

投資有価証券評価損益（△は益） 50,869 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △67,650

売上債権の増減額（△は増加） △4,330,662 △146,760

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,496 △5,068,064

仕入債務の増減額（△は減少） 255,294 △698,691

未収消費税等の増減額（△は増加） 375,368 △203,275

その他 1,197,244 1,089,013

小計 △780,799 △3,167,755

利息及び配当金の受取額 346 121

利息の支払額 △21,912 △20,702

法人税等の支払額 △494,706 △1,735,221

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,297,071 △4,923,557

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 △60,296 △224,105

無形固定資産の取得による支出 △8,238 △77,164

投資有価証券の取得による支出 △18,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 64,506

その他 15,952 △102,744

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,582 △339,507

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） 2,653,962 5,998,617

配当金の支払額 △614,800 △583,000

リース債務の返済による支出 △4,336 △4,431

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,034,825 5,411,185

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,003 △15,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 663,166 132,937

現金及び現金同等物の期首残高 1,245,602 1,621,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,908,769 1,754,199
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 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21年4月1日 至 平成21年12月31日) 
  

   
(注) 1 事業の区分は、製品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

2 各区分の主な製品 

(1) 半導体及び電子デバイス事業・・・・半導体製品、その他電子部品 

(2) コンピュータシステム関連事業・・・コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア 

3 会計方針の変更 

受託開発取引に係る収益及び費用の計上基準の変更 

受託開発取引に係る収益の計上基準については、従来、完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第1四半期連結会計期間より適用し、第1四半期連結会計

期間に着手した契約から、第3四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められるもの

については進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の開発については完成基準を適用しておりま

す。 

 この変更による各セグメントの損益に与える影響はありません。 
  

前第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) 

  全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90％を超えているため、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21年4月1日 至 平成21年12月31日) 

  

   
(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・・・中国、香港、マレーシア、シンガポール他 

(2) その他・・・米国他 

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。 

(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】

半導体及び 
電子デバイス 

事業

コンピュータ
システム関連 

事業 計(千円)
消去又は全社 

(千円)
連結(千円)

(千円) (千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

50,109,594 12,013,914 62,123,509 ― 62,123,509

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ― ─    ─ ―

計 50,109,594 12,013,914 62,123,509  ─ 62,123,509

営業費用 49,694,793 11,338,380 61,033,174 ─ 61,033,174

営業利益 414,801 675,533 1,090,335 ─ 1,090,335

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 7,290,660 114,474 7,405,134

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 62,123,509

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.7 0.2 11.9
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(追加情報) 

第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

平成20年3月21日)を適用しております。 

  

1  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 当社グループは、製品・サービス別の販売体制のもと事業活動を展開しており、「半導体及び電子デバイ

ス事業」及び「コンピュータシステム関連事業」の2つを報告セグメントとしております。 

 「半導体及び電子デバイス事業」は、半導体製品、その他電子部品等を販売しており、「コンピュータシ

ステム関連事業」は、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等を販売しております。 

  

2  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第3四半期連結累計期間(自  平成22年4月1日  至  平成22年12月31日) 

   
(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。 

  
  

   該当事項はありません。 
  

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額 

(注)
半導体及び 
電子デバイス 

事業

コンピュータ
システム関連 

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 56,127,289 11,876,737 68,004,027 ─ 68,004,027

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 56,127,289 11,876,737 68,004,027 ─ 68,004,027

セグメント利益 1,828,365 186,174 2,014,539 ─ 2,014,539

(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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当第3四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

   
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第3四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

   
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

3 金額は販売価格によっております。 

  

当第3四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

   
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
  

 
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

4 当第3四半期連結累計期間のパナソニック株式会社に対する販売実績は、総販売実績に対する割合が 

  100分の10未満であるため記載しておりません。 

  

4. 補足情報

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

セグメントの名称 仕入高(千円)

半導体及び電子デバイス事業 53,055,466

コンピュータシステム関連事業 8,182,940

合計 61,238,406

② 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

半導体及び電子デバイス事業 56,946,707 9,934,105

コンピュータシステム関連事業 12,935,062 5,617,825

合計 69,881,770 15,551,930

③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円)

半導体及び電子デバイス事業 56,127,289

コンピュータシステム関連事業 11,876,737

合計 68,004,027

相手先

前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間

金額
(千円)

割合
(％)

金額
(千円)

割合 
(％)

パナソニック株式会社 9,393,515 15.1 ─ ─
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