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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 3,465 △29.3 △64 ― △103 ― △196 ―
22年3月期第3四半期 4,903 ― △861 ― △881 ― △2,338 ―

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 △34.37 ―
22年3月期第3四半期 △410.05 ―

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 7,156 2,346 32.6 409.41
22年3月期 7,975 2,581 32.2 450.91

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,334百万円 22年3月期  2,571百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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  有   

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 4,474 △27.9 △285 ― △290 ― △391 ― △68.62



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(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きの対象外であり、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き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 
 本資料に掲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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 5,767,268株 22年3月期  5,767,268株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  63,887株 22年3月期  63,806株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 5,703,425株 22年3月期3Q 5,703,462株
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（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のわが国経済は、アジア地域の好調な需要に支えられて、企業は生産活動を持ち直

しつつあるものの、不安定な世界経済や円高・株価低迷の長期化、資源高に伴う原材料価格の上昇など、警戒感は

なおくすぶっており、雇用情勢を含めて厳しさをぬぐいきれない状況で推移いたしました。 

当社が属する電気電子業界におきましては、拡大が続くアジア市場がデジタル家電製品の需要を牽引してお

り、また高機能携帯電話（スマートフォン）やタブレット端末による新ＩＴ通信機器の台頭から需要は堅調に推移

いたしました。ただし、各取引先の国際競争力強化に向けた取り組み、工場や事業の統廃合、製品の納期短縮な

ど、日本国内においては市場がやや停滞いたしました。 

このような状況の中で、当社グループは、事業再編計画に基づき事業戦略の再構築を進め、垂直型プローブカ

ード新製品やカンチレバー式プローブカードにおける新素材（針）を使用した製品の評価品を投入し、量産体制の

構築を進めてまいりました。また、材料等の見直し、子会社の生産性向上に伴う原価の低減や販売費及び一般管理

費のコスト削減改革等を着実に取り組んでまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営

成績につきましては、売上高は3,465百万円（前年同期比29.3％減：前年同期は4,903百万円）、営業損失は64百万

円（前年同期は861百万円の営業損失）、経常損失は103百万円（前年同期は881百万円の経常損失）、四半期純損

失は196百万円（前年同期は2,338百万円の四半期純損失）を計上することとなりました。 

  

報告セグメントの業績とその要因は、次のとおりであります。 

（プローブカード事業） 

プローブカード事業は新しいビジネスモデルの提案による新規顧客の開拓とコスト削減を進めてまいりまし

た。また、自社開発による垂直型新製品の販売を開始いたしました。ただし、業務提携によるＭＥＭＳ型プローブ

カード及び垂直型新製品において、評価期間の延長により当初計画した販売時期に比べて遅れを生じていることか

ら、収益に影響を及ぼしております。 

この結果当事業の売上高は、2,898百万円（前年同期比32.2％増：前年同期は2,192百万円）、営業利益は217百

万円（前年同期比840.8％増：前年同期は23百万円の営業利益）となりました。 

（電子部品事業） 

 半導体事業は、部品リサイクル頻度の延長や他社との価格競争及び装置メーカーによる攻勢等により非常に厳し

い環境におかれており、収益ともに伸び悩んでおります。一方、ＣＲＴ部品等は少ないながらも安定した売上高を

計上し収益に貢献しております。 

 この結果当事業の売上高は、567百万円（前年同期比58.2％減：前年同期は1,356百万円）、営業利益は17百万円

（前年同期は241百万円の営業損失）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における総資産は、主として、受取手形及び売掛金等が減少したことにより、

前連結会計年度末に比べ818百万円減少し7,156百万円となりました。負債は、長期借入金等が減少したことによ

り、前連結会計年度末に比べ583百万円減少し4,810百万円となりました。前連結会計年度末の純資産合計は

2,581百万円であり、当第３四半期連結会計期間末の純資産は2,346百万円となり、自己資本比率は32.6％（前連

結会計年度末は32.2％）となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累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、長期借入金の返済によ

る支出要因があったものの、定期預金の払戻による収入等の増加要因があったことにより、前連結会計年度末に

比べ46百万円増加し、当第３四半期連結累計期間残高は2,051百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

営業活動の結果獲得した資金は、218百万円（前第３四半期連結累計期間は営業活動の結果使用した資金688

百万円）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失159百万円、法人税等の支払額94百万円等

の支出要因があったものの、減価償却費123百万円、売上債権の減少額343百万円等の収入要因があったことによ

るものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

投資活動の結果獲得した資金は270百万円（前第３四半期連結累計期間は投資活動の結果獲得した資金550百

万円）となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入212百万円等の収入要因があったことによる

ものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

 財務活動の結果使用した資金は426百万円（前第３四半期連結累計期間は財務活動の結果獲得した資金381百万

円）となりました。これは、主として長期借入金の返済による支出332百万円等があったことによるものです。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期累計期間における業績の状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成22年11月２日に公表い

たしました連結業績予想を修正しております。詳細は、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

  

  

（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 

①たな卸資産の評価方法  

  当第３四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度に係る実地 

たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

    ②固定資産の減価償却費の算定方法 

    減価償却費は、固定資産の年間減価償却額を期間按分することにより計上しております。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

 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。これによる影響はありません。 

②四半期連結損益計算書関係  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号 平成21年３月24日）の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  

    

２．その他の情報
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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 2,077,777 2,243,961

受取手形及び売掛金 1,187,768 1,544,863

有価証券 10,611 10,605

商品及び製品 164,014 189,200

仕掛品 58,402 30,759

原材料及び貯蔵品 466,848 493,284

未収入金 915,235 934,905

その他 106,587 140,526

貸倒引当金 △33,588 △25,245

流動資産合計 4,953,657 5,562,861

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,967,532 1,973,124

減価償却累計額 △1,343,655 △1,317,451

建物及び構築物（純額） 623,877 655,673

機械装置及び運搬具 1,510,900 1,551,978

減価償却累計額 △1,204,132 △1,186,948

機械装置及び運搬具（純額） 306,768 365,029

工具、器具及び備品 821,935 829,042

減価償却累計額 △751,257 △747,310

工具、器具及び備品（純額） 70,678 81,731

土地 547,787 550,342

リース資産 168,216 139,666

減価償却累計額 △58,152 △38,872

リース資産（純額） 110,064 100,794

有形固定資産合計 1,659,176 1,753,572

無形固定資産   

その他 7,989 8,975

無形固定資産合計 7,989 8,975

投資その他の資産 535,802 650,078

固定資産合計 2,202,968 2,412,626

資産合計 7,156,625 7,975,487
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 631,210 684,995

短期借入金 2,652,457 2,855,727

未払金 123,478 175,154

未払法人税等 17,792 78,694

賞与引当金 78,207 37,857

その他 130,882 138,886

流動負債合計 3,634,028 3,971,314

固定負債   

長期借入金 485,960 712,230

退職給付引当金 557,983 551,407

負ののれん 8,391 33,566

その他 123,862 125,501

固定負債合計 1,176,197 1,422,704

負債合計 4,810,226 5,394,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金 2,984,214 2,984,214

利益剰余金 △2,748,138 △2,553,062

自己株式 △72,547 △72,532

株主資本合計 2,486,633 2,681,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,944 △7,477

為替換算調整勘定 △139,689 △102,514

評価・換算差額等合計 △151,633 △109,992

新株予約権 11,400 9,736

純資産合計 2,346,399 2,581,468

負債純資産合計 7,156,625 7,975,487
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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 4,903,034 3,465,754

売上原価 4,062,525 2,227,061

売上総利益 840,509 1,238,693

販売費及び一般管理費 1,701,510 1,303,257

営業損失（△） △861,000 △64,564

営業外収益   

受取利息 2,003 526

受取配当金 2,164 1,682

負ののれん償却額 24,116 25,174

為替差益 3,917 －

受取保険金 1,466 －

補助金収入 16,488 407

その他 25,564 48,622

営業外収益合計 75,720 76,413

営業外費用   

支払利息 64,898 57,072

為替差損 － 31,493

持分法による投資損失 13,970 20,078

シンジケートローン手数料 3,020 1,122

その他 14,232 5,270

営業外費用合計 96,122 115,038

経常損失（△） △881,402 △103,189

特別利益   

固定資産売却益 10,396 36

投資有価証券売却益 25,167 －

事業譲渡益 300,000 －

保険解約返戻金 74,677 7,400

特別利益合計 410,241 7,437

特別損失   

固定資産売却損 41,438 －

減損損失 855,316 －

固定資産除却損 14,506 135

特別退職金 320,306 －

退職給付引当金繰入額 49,706 －

たな卸資産評価損 521,730 －

役員退職慰労金 － 54,600

その他 11,875 8,841

特別損失合計 1,814,880 63,576

税金等調整前四半期純損失（△） △2,286,040 △159,329

法人税、住民税及び事業税 46,656 32,501

法人税等調整額 6,004 4,210

法人税等合計 52,661 36,711

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △196,041

四半期純損失（△） △2,338,701 △196,041
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（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損失（△） △2,286,040 △159,329

減価償却費 262,380 123,700

減損損失 855,316 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,065 △56,086

受取利息及び受取配当金 △4,168 △2,208

支払利息 64,898 57,072

持分法による投資損益（△は益） 13,970 20,078

売上債権の増減額（△は増加） 394,586 343,146

たな卸資産の増減額（△は増加） 741,134 15,610

仕入債務の増減額（△は減少） △894,707 △85,919

賞与引当金の増減額（△は減少） － 40,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,289 6,576

投資有価証券売却損益（△は益） △25,167 －

事業譲渡損益（△は益） △300,000 －

保険返戻金 △74,677 △7,400

たな卸資産評価損 521,730 －

特別退職金 320,306 －

役員退職慰労金 － 54,600

有形固定資産除却損 14,506 135

未収入金の増減額（△は増加） △201,657 31,322

その他の流動資産の増減額（△は増加） 187,173 33,375

その他の固定資産の増減額（△は増加） 60,107 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △35,607 △14,810

その他 △4,623 19,249

小計 △370,183 419,462

利息及び配当金の受取額 4,648 2,208

利息の支払額 △59,175 △54,749

役員退職慰労金の支払額 － △54,600

法人税等の支払額 △23,249 △94,098

特別退職金の支払額 △240,689 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △688,649 218,222

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 △226,009 △30,116

定期預金の払戻による収入 6,318 212,978

有形固定資産の取得による支出 △52,230 △21,925

有形固定資産の売却による収入 50,777 568

投資有価証券の取得による支出 △900 －

投資有価証券の売却による収入 67,800 193

会員権の売却による収入 6,942 －

子会社の清算による収入 － 41,533

事業譲渡による収入 313,779 －

保険積立金の解約による収入 387,790 47,149

その他 △3,883 19,704

投資活動によるキャッシュ・フロー 550,386 270,085
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（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) 

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） 161,101 △243,890

長期借入れによる収入 650,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △430,030 △332,290

その他 － △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 381,071 △426,195

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,235 △15,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 244,043 46,799

現金及び現金同等物の期首残高 1,695,260 2,004,413

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,939,304 2,051,213

-8-

㈱東京カソード研究所（6868）平成23年３月期第３四半期決算短信



 該当事項はありません。 

  

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、「プローブカード事業」及び「電子部

品事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「プローブカード事業」はＩＣ用プローブカード、液晶駆動ＩＣ用プローブカード、垂直型プローブカード、ＭＥＭＳ

型プローブカード、ＯＣプローブ、プローブピン等を販売しており、「電子部品事業」は蒸着用素子、ＣＲＴ用部品、イ

ンプランテーション加工部品、エッチャー用アルミパーツ、シリコン電極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） 

（単位：千円）

(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△299,505千円は、全社費用であります。 

(注)2 セグメント利益又は損失(△)の合計値は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っておりま 

    す。 

   

（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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  報告セグメント 
調整額 

(注)1 

四半期連結損益

計算書計上額

(注)2 
プローブ 

カード事業 
電子部品事業 計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部売上高  
 又は振替高 

 

 

2,898,126

－

567,627

－

3,465,754

－

 

 

－

－

3,465,754

－

計  2,898,126 567,627 3,465,754 － 3,465,754

セグメント利益又は損失(△)  217,747 17,194 234,941  △299,505 △64,564

（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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