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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 17,011 28.0 2,562 295.3 2,372 231.1 1,464 ―

22年3月期第3四半期 13,293 △16.3 648 △67.6 716 △27.4 47 △8.3

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 7,066.05 7,043.23
22年3月期第3四半期 203.48 194.77

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 24,490 17,125 69.7 82,311.55
22年3月期 23,157 16,154 69.5 77,641.88

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  17,059百万円 22年3月期  16,091百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 500.00 500.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

1,000.00 1,000.00

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 22,100 18.2 3,300 119.6 3,000 105.6 1,750 258.2 8,443.90



(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  無  
（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いません。 

※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、本資料の発表日現在において入手可能な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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意
事項等については、四半期決算短信（添付資料）3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】P.3「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 207,250株 22年3月期  207,250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 207,250株 22年3月期3Q 235,850株
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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 

当社グループが関係するLCD業界では、昨年春以降の新興国を中心とした液晶製品に対する需要回復によ

り、大型LCDパネルの需要が拡大しました。しかし、今年の春以降、需給は緩和し、大型LCDパネルの価格

は下落しております。中小型LCDパネルの需要は高精細のIT機器向けを中心に好調であり、また車載向け

は、一時減速気味だった自動車生産が回復傾向にあり、かつ、一台当たりのLCD搭載個数が増加しているこ

とにより、堅調に推移しています。フロントプロジェクターは教育用途中心の需要増が一段落しつつある

状況です。 

 

当第３四半期連結累計期間の当社グループの事業の状況は、光学部材事業におきましては、車載用LCDパ

ネル向けの高耐久染料系偏光フィルム及び温度追従型楕円偏光フィルムの販売を中心に好調に推移しまし

た。精密加工事業におきましては、フロントプロジェクターの生産が回復し、有機系液晶プロジェクタ部

材の販売で単価下落が続いているものの、数量は回復しました。一方、無機偏光板ProFluxの販売は好調に

推移しました。また、X線分析装置部材の販売も、需要が回復し堅調でした。 

製造原価及び費用面では、採算性の高い製品が増加したこと、前年度から取り組んでいる内製化が進展

したこと及び昨年から本格稼動した新規延伸設備の減価償却負担が減少したことなどにより、収益性の改

善と経費の削減が進んでおります。 

 

この結果、第３四半期連結累計期間における売上高は170億11百万円（前年同四半期比28.0％増）、営業

利益は25億62百万円（前年同四半期比295.3％増）、経常利益は23億72百万円（前年同四半期比231.1％

増）、四半期純利益は14億64百万円（前年同四半期は47百万円)となりました。 

 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億32百万円増加し、244億90百万円

となりました。主な要因は、現金及び預金の増加６億８百万円、受取手形及び売掛金の増加９億62百万

円、機械装置及び運搬具の減少３億43百万円であります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ３億61百万円増加し、73億64百万円と

なりました。主な要因は、未払法人税等の増加４億４百万円であります。 

当第３四半期連結会計期間末の少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ９億71百万円

増加し、171億25百万円となりました。主な要因は、四半期純利益14億64百万円、為替換算調整勘定の減少

３億93百万円、株主配当金の支払による減少１億３百万円であります。 

 

②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、59億18百万円

（前年同四半期は46億97百万円）となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ

ーの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、24億71百万円（前年同四半期は資

金の増加21億74百万円）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益23億64百万円、減価償

却費８億61百万円、為替差損１億80百万円、仕入債務の増加１億32百万円、売上債権の増加11億89百万

円、法人税等の支払額２億74百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、15億10百万円（前年同四半期は資

金の減少３億94百万円）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出15億16百万円であ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、１億41百万円（前年同四半期は資

金の減少22億33百万円）となりました。主な要因は、配当金の支払額97百万円であります。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

円高の進行が落ち着き、当社グループでは、原材料の有利購買、工程改善等によるコスト削減も進展し

ております。このため、現時点においては、平成22年７月30日公表の通期業績予想を据え置き、変更いた

しません。 

今後、業績予想の修正が必要となった場合には速やかに開示いたします。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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、経常利益がそれぞれ371千円減少し、税金等調整前四半期純利益が4,715千円減

少しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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 5,508,553 4,899,706

受取手形及び売掛金 5,812,135 4,849,729

有価証券 410,342 416,184

商品及び製品 1,411,522 1,438,191

仕掛品 1,350,927 1,493,820

原材料及び貯蔵品 1,742,635 1,643,773

その他 890,629 1,168,899

貸倒引当金 △22,350 △86,220

流動資産合計 17,104,395 15,824,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,339,195 2,255,385

機械装置及び運搬具（純額） 1,860,041 2,203,379

その他（純額） 1,708,729 1,120,806

有形固定資産合計 5,907,966 5,579,571

無形固定資産   

のれん 543,157 648,945

その他 601,499 699,687

無形固定資産合計 1,144,656 1,348,632

投資その他の資産   

その他 396,766 451,364

貸倒引当金 △63,645 △45,750

投資その他の資産合計 333,121 405,613

固定資産合計 7,385,744 7,333,818

資産合計 24,490,140 23,157,901

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,886,278 3,910,465

1年内返済予定の長期借入金 210,000 49,000

未払法人税等 534,675 129,852

賞与引当金 133,582 229,045

役員賞与引当金 14,850 19,800

その他 875,582 763,295

流動負債合計 5,654,969 5,101,458
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(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) 

固定負債   

長期借入金 1,290,000 1,451,000

退職給付引当金 7,399 6,465

負ののれん 792 1,044

資産除去債務 10,499 －

その他 401,162 443,845

固定負債合計 1,709,853 1,902,355

負債合計 7,364,823 7,003,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,095,125 3,095,125

資本剰余金 2,761,941 2,761,941

利益剰余金 12,337,522 10,976,708

株主資本合計 18,194,589 16,833,774

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,135,520 △742,495

評価・換算差額等合計 △1,135,520 △742,495

少数株主持分 66,248 62,808

純資産合計 17,125,317 16,154,088

負債純資産合計 24,490,140 23,157,901
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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 13,293,308 17,011,011

売上原価 9,739,575 11,290,422

売上総利益 3,553,733 5,720,588

販売費及び一般管理費 2,905,369 3,157,611

営業利益 648,363 2,562,977

営業外収益   

受取利息 7,590 9,998

為替差益 21,043 －

たな卸資産売却益 － 11,896

負ののれん償却額 247 245

原子力立地給付金 － 10,050

助成金収入 30,407 －

その他 26,644 5,964

営業外収益合計 85,933 38,154

営業外費用   

支払利息 7,355 11,696

為替差損 － 215,982

貸倒引当金繰入額 4,214 －

その他 6,207 1,235

営業外費用合計 17,777 228,914

経常利益 716,519 2,372,217

特別利益   

固定資産売却益 － 5

関係会社株式売却益 － 2,514

貸倒引当金戻入額 10,292 5,744

持分変動利益 4,360 15,005

特別利益合計 14,652 23,270

特別損失   

固定資産除却損 17,995 26,339

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,344

特別損失合計 17,995 30,683

税金等調整前四半期純利益 713,176 2,364,803

法人税、住民税及び事業税 465,955 683,973

法人税等調整額 165,342 210,677

法人税等合計 631,298 894,650

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,470,152

少数株主利益 33,886 5,712

四半期純利益 47,992 1,464,439

㈱ポラテクノ　(4239)　平成23年３月期　第３四半期決算短信

- 6 -



(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 713,176 2,364,803

減価償却費 1,071,342 861,014

のれん及び負ののれん償却額 104,409 124,551

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,986 △95,462

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13,950 △4,950

退職給付引当金の増減額（△は減少） △496 934

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,573 △984

受取利息及び受取配当金 △7,590 △9,998

支払利息 7,355 11,696

為替差損益（△は益） 11,998 180,249

有形固定資産除却損 17,743 26,189

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,344

持分変動損益（△は益） △4,360 △15,005

売上債権の増減額（△は増加） △1,553,501 △1,189,758

たな卸資産の増減額（△は増加） △632,126 7,059

仕入債務の増減額（△は減少） 2,160,931 132,459

前払年金費用の増減額（△は増加） 36,106 32,491

その他 29,955 307,534

小計 1,917,333 2,737,169

利息及び配当金の受取額 7,590 9,998

利息の支払額 △8,803 △7,922

法人税等の支払額 △49,804 △274,631

法人税等の還付額 308,515 7,239

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,174,830 2,471,853

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 △228,572 △1,516,850

有形固定資産の売却による収入 311 110

無形固定資産の取得による支出 － △4,775

関係会社株式の取得による支出 △163,474 －

関係会社株式の売却による収入 － 11,734

その他 △2,330 △441

投資活動によるキャッシュ・フロー △394,064 △1,510,222

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,500,000 －

自己株式の取得による支出 △3,443,570 －

配当金の支払額 △129,190 △97,080

少数株主への配当金の支払額 △132,162 △67,959

その他 △28,081 23,806

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,233,005 △141,232

現金及び現金同等物に係る換算差額 34,163 △217,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △418,075 603,005

現金及び現金同等物の期首残高 5,115,854 5,315,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,697,779 5,918,896
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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) セグメント情報等 

【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21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 

 
光学部材事業 

(千円) 
精密加工事業

(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 

7,686,049 5,607,259 13,293,308 － 13,293,308

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,368,918 － 1,368,918 (1,368,918) －

計 9,054,967 5,607,259 14,662,227 (1,368,918) 13,293,308

営業利益 60,065 588,298 648,363 － 648,363

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２  各事業の主な製品 

 (1) 光学部材事業…………偏光フィルム、無機偏光板、位相差フィルム 

 (2) 精密加工事業…………プロジェクタ部材、X線分析装置部材 

３ 営業費用の配賦方法の変更 

従来、販売費及び一般管理費は、売上高、売上高に占める原材料費、事業セグメント別の従業員数、期
中平均在庫金額などを基準として事業セグメント別に配賦しておりましたが、平成21年４月１日に当社が
製品別から機能別へ組織変更を行ったことにより、従来適用してきた配賦基準が適用困難となりました。
更には設備投資に伴い、固定資産に係る管理部門の係りが増加したことを勘案し、配賦基準に固定資産も
追加しました。また、従来売上高に占める原材料費を配賦基準としておりましたが、原材料費は売上原価
として既に事業セグメント別に負担されていることを考慮し、収益である限界利益を配賦基準に変更しま
した。 
この結果、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「光学部材事業」の営業利

益が118,421千円減少し、「精密加工事業」の営業利益が118,421千円増加しております。 
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【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21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

その他 
の地域 
(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 

8,492,380 3,738,382 1,062,544 － 13,293,308 － 13,293,308

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

3,554,458 80,981 1,070,642 764,390 5,470,473 (5,470,473) －

計 12,046,839 3,819,363 2,133,187 764,390 18,763,781 (5,470,473) 13,293,308

営業利益又は営業損失
(△) 

936,594 19,520 △19,489 △22,540 914,085 (265,721) 648,363

(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……………香港、中国 

 (2) 北米………………アメリカ 

 (3) その他の地域……オランダ 

３ 営業費用の配賦方法の変更 

「事業の種類別セグメント情報 (注)３営業費用の配賦方法の変更」に記載のとおり、営業費用の配賦
方法を変更しております。これによる損益に与える影響はありません。 

 

【海外売上高】 

 

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) 

 

 アジア地域 北米地域 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,743,804 780,116 851,271 8,375,192

Ⅱ 連結売上高(千円) － － － 13,293,308

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

50.7 5.9 6.4 63.0

(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) アジア地域………台湾、中国、韓国、香港等 

 (2) 北米地域…………アメリカ、カナダ等 

 (3) その他の地域……イギリス、ドイツ、ベルギー等 

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あります。 
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【セグメント情報】 

（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を評価するために、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、主に製造工程を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、一次加工の

みを行ない「素材」として製品化したものを対象とする「光学部材事業」と、その「素材」に対し、

二次的な加工を行ない製品化したものを対象とする「精密加工事業」であります。これらは、それぞ

れにおいて国内及び海外を包括した戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 

「光学部材事業」は、偏光・位相差フィルム等を製造販売しております。「精密加工事業」は、プ

ロジェクタ部材、X線分析装置部材等を製造販売しております。 

 

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) 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

光学部材事業 精密加工事業 計 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高 

  外部顧客への売上高 10,259,469 6,751,542 17,011,011 － 17,011,011

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,477,517 － 1,477,517 △1,477,517 －

計 11,736,986 6,751,542 18,488,528 △1,477,517 17,011,011

セグメント利益 1,401,119 1,161,857 2,562,977 － 2,562,977

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

 

(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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