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1. 平成23年9月期第3四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年6月30日）

(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9月期第3四半期 10,950 △23.3 △484 ― △508 ― △474 ―
22年9月期第3四半期 14,279 17.1 △333 ― △408 ― △239 ―

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9月期第3四半期 △4,184.25  ―
22年9月期第3四半期 △2,111.60  ―

(2) 連結財政状態

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9月期第3四半期 20,540 10,015 42.0 76,131.29
22年9月期 25,380 10,409 35.8 80,215.94

(参考)自己資本   23年9月期第3四半期 8,631百万円 22年9月期 9,094百万円

2. 配当の状況

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9月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00

23年9月期 ― 0.00 ―

23年9月期(予想) 1,000.00 1,000.00

3. 平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日）
(％表示は、対前期増減率)

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 16,600 △17.6 600 114.8 530 183.2 530 90.9 4,674.88

yhikami
財務会計基準機構

yhikami
JASDAQ



  

 
(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。 
  

 
(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。 
  

 
(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） 

 
  

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。 

  

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)4ページ「1.当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.5「2.その他の情報」をご覧ください。）

(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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ①会計基準等の改正に伴う変更 有

 ②①以外の変更 無

①期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年9月期3Ｑ 113,684株 22年9月期 113,684株

②期末自己株式数 23年9月期3Ｑ 312株 22年9月期 312株

③期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期3Ｑ 113,372株 22年9月期3Ｑ 113,372株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、企業収益が回復基調を維持し、景気の持ち直し傾向

がみられましたが、2011年３月に発生した東日本大震災及びそれ以降の原発事故や電力不足は、生産や輸

出、消費などに幅広く影響を与えました。 

液晶パネル業界におきましては、大型パネルについては、中国において５月の労働節前後の期間で液晶

テレビ需要増加があり、一時的に一部のパネルメーカーの稼働率が上がったものの、欧米での景気低迷に

よる液晶テレビの販売不振が継続しているため、全体としては、パネルメーカーの稼働率は低調に推移い

たしました。しかしながら、中小型パネルについては、スマートフォン（高機能携帯電話）や米国アップ

ル社のｉＰａｄ（アイパッド）等のタブレット型端末の中小型サイズのパネル需要が引き続き好調に推移

いたしました。 

そのような状況の中、第１四半期における当社グループの連結業績は、第10世代用フォトマスクの売上

高が前期第４四半期と比べ減少したものの、開発需要は継続し受注が想定より若干前倒しとなりました。

また、第８世代以下のフォトマスクは、多階調フォトマスクの需要に加え、全般的にも開発需要が好調で

あり、総じて順調な滑り出しとなりました。 

しかしながら、第２四半期に入り、第10世代用フォトマスクの受注は開発需要が減少し想定を下回るも

のとなりました。一方で、第８世代以下のフォトマスクは第１四半期に引き続き台湾における開発需要が

好調であったことにより、堅調に推移いたしました。 

また、第３四半期はシャープ堺工場の稼働停止等により、第10世代用フォトマスクの受注は大きく減少

し想定を下回るものとなりました。一方で、第８世代以下のフォトマスクは韓国における開発需要が好調

であったことにより、堅調に推移いたしました。 

なお、東日本大震災による当社への影響は軽微であり、工場及び設備に大きな被害はありませんでし

た。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結業績につきましては、売上高

109億50百万円（前年同期比23.3%減）となりました。利益につきましては、営業損失は４億84百万円（前

年同期は営業損失３億33百万円）、経常損失は５億８百万円（前年同期は経常損失４億８百万円）、四半

期純損失は４億74百万円（前年同期は四半期純損失２億39百万円）となりました。 
  
当第３四半期連結累計期間における製品別売上高のうち、ＴＦＴ用フォトマスクにつきましては、第10

世代用フォトマスクの売上高の減少により、前年同期比20.9％減の56億25百万円（第３四半期連結会計期

間では前年同期比29.6％減の９億81百万円）となりました。 

（参考） 

 

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
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 （参考）製品別フォトマスク売上高の推移                                （単位：百万円) 

   
当第３四半期連結累計期間における地域別売上高のうち、国内向けにつきましては、第10世代用フォト

マスクの売上高の減少により、前年同期比48.8％減の43億93百万円（第３四半期連結会計期間では前年同

期比66.0％減の５億53百万円）となりました。海外向け売上高につきましては、韓国・台湾・中国メーカ

ーのフォトマスク需要が堅調に推移したことにより、前年同期比15.1％増の65億57百万円（第３四半期連

結会計期間では前年同期比1.1％増の20億59百万円）となりました。 
  

（参考） 

 

 （参考）地域別フォトマスク売上高の推移                                （単位：百万円) 

 
  

平成21年度 平成22年度 平成23年度

第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期

TFT 2,789 3,374 2,346 1,394 3,528 3,352 1,290 981 
その他 3,702 3,113 1,780 2,270 2,347 2,051 1,642 1,631 

計 6,491 6,488 4,126 3,664 5,876 5,404 2,933 2,612 

平成21年度 平成22年度 平成23年度

第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期

海外 1,550 1,990 1,667 2,037 2,310 2,608 1,890 2,059 
国内 4,941 4,497 2,459 1,627 3,565 2,796 1,043 553 
計 6,491 6,488 4,126 3,664 5,876 5,404 2,933 2,612 
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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における資産合計は、前連結会計年度末に比べて48億40百万円減少し

205億40百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少や機械装置及び運搬具等の減価

償却が進んだことによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べて44億46百万円減少し105億24百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金の減少や長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）の減少によるもので

あります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて３億93百万円減少し100億15百万円となりました。これは

主に、利益剰余金の減少や為替換算調整勘定の増加によるものであります。 

  

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、前連結会計

年度末に比べ１億38百万円減少し、26億99百万円となりました。 

  

(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の結果増加した資金は、33億16百万円(前年同期比15億

26百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失４億24百万円、減価償却費25億８

百万円、売上債権の減少額30億２百万円、たな卸資産の増加額２億６百万円、仕入債務の減少額12億１

百万円によるものであります。 

  

(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の結果減少した資金は、１億64百万円(前年同期比６億

67百万円減)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１億53百万円によるものであ

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の結果減少した資金は、33億32百万円(前年同期比８億

99百万円減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出31億75百万円によるものであり

ます。 

  

東日本大震災や原発事故が市場全体に及ぼす影響等が不透明な状況にあるものの、当第４四半期におき

ましては、液晶テレビやデジタルサイネージ向け等の大型パネル需要の創出・拡大による第10世代用フォ

トマスクの需要が見込まれること等から、平成23年４月11日に公表いたしました業績予想（連結・個別）

からの変更はありません。 

なお、業績予想は、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。 

(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
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

1)一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
  

2)たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会

計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 
  

3)固定資産の減価償却の方法 

定率法を採用している資産については、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。 

  

②特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

②表示方法の変更 

1)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（平成21年３月24日 内閣府令第５号）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損失」の科目を表示しております。 
  
2)四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 

a)前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「未払金の増減額」は重要性が乏しいため、「その他」に含めて表示しております。なお、

当第３四半期連結累計期間の「その他」に含めた金額は4,544千円であります。 

b)前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「未払費用の増減額」は重要性が乏しいため、「その他」に含めて表示しております。な

お、当第３四半期連結累計期間の「その他」に含めた金額は△83,051千円であります。 

c)前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「未収消費税等の増減額」は重要性が乏しいため、「その他」に含めて表示しております。

なお、当第３四半期連結累計期間の「その他」に含めた金額は△105,105千円であります。 

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23年６月30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９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,699,323 2,838,214

受取手形及び売掛金 3,981,440 6,885,741

仕掛品 62,080 139,595

原材料及び貯蔵品 1,620,851 1,320,669

その他 691,863 758,695

貸倒引当金 △9,879 △12,129

流動資産合計 9,045,680 11,930,787

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,258,215 4,494,031

機械装置及び運搬具（純額） 5,021,747 6,745,865

土地 1,607,750 1,607,750

その他（純額） 131,966 107,442

有形固定資産合計 11,019,681 12,955,090

無形固定資産 152,748 210,340

投資その他の資産

その他 322,430 307,151

貸倒引当金 － △22,822

投資その他の資産合計 322,430 284,328

固定資産合計 11,494,859 13,449,759

資産合計 20,540,540 25,380,546

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,802,249 3,965,878

1年内返済予定の長期借入金 3,570,808 4,130,937

未払法人税等 11,000 24,000

役員賞与引当金 － 30,000

その他 703,098 936,622

流動負債合計 7,087,156 9,087,438

固定負債

長期借入金 3,250,000 5,834,428

その他 187,454 49,261

固定負債合計 3,437,454 5,883,690

負債合計 10,524,611 14,971,128
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年６月30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９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,109,722 4,109,722

資本剰余金 4,335,413 4,335,413

利益剰余金 679,839 1,267,588

自己株式 △48,338 △48,338

株主資本合計 9,076,637 9,664,386

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 81,426 50,242

為替換算調整勘定 △526,907 △620,387

評価・換算差額等合計 △445,481 △570,145

少数株主持分 1,384,772 1,315,176

純資産合計 10,015,928 10,409,417

負債純資産合計 20,540,540 25,380,546
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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10月１日
至 平成22年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 14,279,811 10,950,982

売上原価 13,305,319 10,024,226

売上総利益 974,491 926,756

販売費及び一般管理費 1,307,628 1,411,020

営業損失（△） △333,137 △484,264

営業外収益

受取手数料 23,182 23,182

不動産賃貸料 14,789 21,910

為替差益 30,054 －

その他 12,288 36,269

営業外収益合計 80,314 81,362

営業外費用

支払利息 112,005 64,552

その他 44,021 40,871

営業外費用合計 156,026 105,423

経常損失（△） △408,848 △508,325

特別利益

補助金収入 100,000 100,000

投資有価証券売却益 － 6,070

特別利益合計 100,000 106,070

特別損失

有形固定資産除却損 127 5,976

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,480

投資有価証券評価損 5,434 266

災害による損失 21,180 14,214

特別損失合計 26,742 21,937

税金等調整前四半期純損失（△） △335,591 △424,192

法人税、住民税及び事業税 24,385 44,370

法人税等還付税額 － △16,546

法人税等調整額 － －

法人税等合計 24,385 27,824

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △452,017

少数株主利益又は少数株主損失（△） △120,580 22,359

四半期純損失（△） △239,396 △474,377
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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10月１日
至 平成22年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成23年６月30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（△） △335,591 △424,192

減価償却費 4,119,745 2,508,606

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,972 △26,110

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △30,000

受取利息及び受取配当金 △2,380 △4,162

支払利息 112,005 64,552

有形固定資産除却損 127 5,976

投資有価証券評価損益（△は益） 5,434 266

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,070

売上債権の増減額（△は増加） 2,372,238 3,002,279

たな卸資産の増減額（△は増加） 335,026 △206,825

仕入債務の増減額（△は減少） △1,909,904 △1,201,766

未払金の増減額（△は減少） △57,483 －

未払費用の増減額（△は減少） 190,852 －

未収消費税等の増減額（△は増加） 522,243 －

その他 △533,143 △260,823

小計 4,808,198 3,421,729

利息及び配当金の受取額 2,386 4,052

利息の支払額 △110,191 △64,208

法人税等の支払額 △20,444 △45,365

法人税等の還付額 162,688 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,842,637 3,316,207

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 △828,993 △153,805

無形固定資産の取得による支出 △1,921 △6,966

投資有価証券の取得による支出 － △49,868

投資有価証券の売却による収入 － 17,290

貸付金の回収による収入 555 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 28,996

その他 △970 84

投資活動によるキャッシュ・フロー △831,329 △164,268

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） △500,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,494,612 △3,175,562

設備関係割賦債務の返済による支出 △237,208 △25,261

配当金の支払額 － △113,372

少数株主への配当金の支払額 － △17,916

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,231,820 △3,332,112

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,110 41,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △241,623 △138,890

現金及び現金同等物の期首残高 2,413,547 2,838,214

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,171,924 2,699,323
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該当事項はありません。 

  

  

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) 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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