
  

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

24年３月期第３四半期      117,700  △20.6     2,765  △20.5      3,192  △23.2      1,892  △22.4

23年３月期第３四半期  148,281  48.1  3,476  51.9  4,158  73.0  2,438  76.9

（注）  包括利益 24年３月期第３四半期  1,871百万円 ( ％)△24.2 23年３月期第３四半期 2,470百万円 ( ％)－

  
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 

24年３月期第３四半期     278      26  －  －

23年３月期第３四半期  358  54  －  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期      55,968     21,057      37.6

23年３月期  51,143  19,526  38.2

（参考）自己資本 24年３月期第３四半期     21,057百万円 23年３月期 19,526百万円 

  
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 

23年３月期  －  0.00  －  50.00  50.00

24年３月期        －     0.00              －     

24年３月期（予想）        40.00  40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無   

  （％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  155,000  △18.3  2,820  △30.2  3,000  △36.5  1,760  △36.9  258.76

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無   



４．その他 

  

      （注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成 

      に特有の会計処理の適用」をご参照下さい。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

 業績予想は本資料の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ます。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結果となる可能性があります。  

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無   

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無   

③  会計上の見積りの変更                        ： 無   

④  修正再表示                                  ： 無   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期３Ｑ 6,802,000株 23年３月期 6,802,000株 

②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 275株 23年３月期    219株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 6,801,761株 23年３月期３Ｑ 6,801,873株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や原発事故等による景気の大幅な落ち込みや企業活

動の停滞から回復の兆しが見られたものの、欧州の財政不安等による世界的な景気の減速、急激な円高進行、タイ

洪水の影響等により依然として低迷しております。 

 エレクトロニクス業界におきましては、地デジ化完全移行に伴う薄型テレビ、ブルーレイレコーダーを中心とし

たデジタル家電の特需があったものの、８月以降はその反動により売上不振が続いております。また、PC買い替え

需要が一巡したことに加え、タイ洪水によるHDDの調達不足もありPCメーカーは減産を強いられております。 

 このような状況の下、DRAM、液晶パネル等の価格低迷が続いていることもあり、売上高1,177億円（前年同期比

20.6％減）、営業利益27億65百万円（前年同期比20.5％減）、経常利益31億92百万円（前年同期比23.2％減）、四

半期純利益18億92百万円（前年同期比22.4％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総資産は、559億68百万円（前連結会計年度末比9.4％増）となりました。これは

主に受取手形及び売掛金が増加したことによるものです。一方、負債は349億10百万円（前連結会計年度末比

10.4％増）となりました。これは主に短期借入金及び未払金が増加したことによるものです。純資産は210億57百

万円（前連結会計年度末比7.8％増）となりました。これは四半期純利益の計上が主な増加要因であります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績につきましては、平成23年４月25日に発表いたしました業績予想と変更はございません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

   該当事項はありません。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（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金等調整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、税金等調整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。  

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 968 1,785 

受取手形及び売掛金 33,190 39,118 

商品 12,954 11,124 

繰延税金資産 228 217 

その他 2,889 2,785 

流動資産合計 50,231 55,032 

固定資産   

有形固定資産 86 76 

無形固定資産 177 250 

投資その他の資産 647 609 

固定資産合計 911 936 

資産合計 51,143 55,968 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,924 5,492 

短期借入金 16,495 22,439 

未払法人税等 1,490 360 

賞与引当金 121 62 

未払金 2,173 6,079 

その他 142 196 

流動負債合計 31,348 34,630 

固定負債   

退職給付引当金 214 225 

その他 54 54 

固定負債合計 268 280 

負債合計 31,616 34,910 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,054 2,054 

資本剰余金 1,984 1,984 

利益剰余金 15,530 17,083 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 19,568 21,121 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4 △32 

繰延ヘッジ損益 △19 0 

為替換算調整勘定 △27 △31 

その他の包括利益累計額合計 △42 △63 

純資産合計 19,526 21,057 

負債純資産合計 51,143 55,968 



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 148,281 117,700 

売上原価 143,389 113,446 

売上総利益 4,891 4,254 

販売費及び一般管理費 1,415 1,488 

営業利益 3,476 2,765 

営業外収益   

受取利息 0 0 

受取配当金 7 7 

仕入割引 402 295 

為替差益 521 277 

その他 3 4 

営業外収益合計 935 585 

営業外費用   

支払利息 93 75 

債権売却損 114 27 

支払手数料 20 26 

その他 24 29 

営業外費用合計 253 158 

経常利益 4,158 3,192 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14 － 

特別損失合計 14 － 

税金等調整前四半期純利益 4,144 3,192 

法人税等 1,705 1,299 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,438 1,892 

四半期純利益 2,438 1,892 



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,438 1,892 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37 △36 

繰延ヘッジ損益 84 19 

為替換算調整勘定 △15 △4 

その他の包括利益合計 31 △20 

四半期包括利益 2,470 1,871 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,470 1,871 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 



  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

品目別販売実績  

  

（メモリー半導体） 

Windows7搭載PCへの買い替え需要の一巡とタイ洪水の影響によるPCの減産、家電エコポイント制度終了による

デジタル家電の販売不振及びDRAM価格の下落等により、メモリー半導体の売上高は522億32百万円（前年同期比

22.6％減）となりました。 

（システムLSI） 

DSC（デジタルスチルカメラ）向けを中心としたSOC（システムオンチップ）の売上は堅調でしたが、中小型液

晶向けDDI（ディスプレイドライバーIC）及び携帯電話搭載カメラモジュール向けCIS（CMOSイメージセンサー）が

需要減少により苦戦を強いられ、システムLSIの売上高は85億97百万円（前年同期比29.4％減）となりました。 

（液晶デバイス） 

メモリー半導体同様、ノートPC及びモニター向け液晶パネルの売上は苦戦しましたが、デジタルサイネージ

（液晶広告）向けが比較的堅調であったことと、海外テレビメーカー向けに拡販を行ったこともあり、液晶デバイ

スの売上高は411億44百万円（前年同期比2.9％増）となりました。 

（その他） 

第３四半期よりスマートフォン向け有機ELビジネスが本格的に立ち上がったものの、家電エコポイント制度終

了などの影響で、液晶テレビ用バックライト向けLEDの売上が低迷し、加えて11月にはHDDビジネスが終焉したこと

から、この分野の売上高は157億26百万円（前年同期比45.1％減）となりました。   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

   前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間   前連結会計年度 

   （自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 増減率 （自 平成22年４月１日 

品目別  至 平成22年12月31日)  至 平成23年12月31日) （％）  至 平成23年３月31日) 

   金額（百万円） 
構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％） 
  金額（百万円） 

構成比

（％） 

 メモリー   67,468  45.5  52,232  44.4  △22.6  86,987  45.9

 システムＬＳＩ   12,171  8.2  8,597  7.3  △29.4  16,915  8.9

半導体小計   79,639  53.7  60,829  51.7  △23.6  103,902  54.8

液晶デバイス   39,990  27.0  41,144  34.9  2.9  49,350  26.0

その他          28,651  19.3  15,726  13.4  △45.1  36,440  19.2

合計   148,281  100.0  117,700  100.0  △20.6  189,693  100.0
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