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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年9月期第3四半期の業績（平成22年10月1日～平成23年6月30日） 
（１）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 59,031 △23.1 △345   ― △376   ― △256   ― 
22年 9月期第3四半期 76,725     ― 535   ― 641   ― 348   ― 

 

 
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 △101.36 ― 
22年 9月期第3四半期 163.58 ― 

(注)当社は、22 年 9月期より第3四半期の業績開示を行っているため、22年 9月期第 3四半期の増減率については記載して

おりません。 

 
（２）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 21,689 5,943 27.4 2,350.17
22年 9月期 27,109 6,320 23.3 2,498.95

(参考)自己資本 23年9月期第3四半期 5,943百万円 22年9月期 6,320百万円 

 
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 ― 50.00 50.00   
23年 9月期 ― 0.00 ―   

23年 9月期(予想)   35.00 35.00   

(注)直近に公表されている配当予想の修正有無 ：無 

22年9月期期末配当金の内訳 普通配当35円 記念配当15円 

 
３．平成23年9月期の業績予想（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 80,000 △19.7 △510     ― △580     ― △320     ― △126.53

(注) 直近に公表されている業績予想の修正有無 ：無 

 



 

 

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

（１）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。 
 

（２）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 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期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。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年9月期3Ｑ 2,529,100株 22年9月期 2,529,100株

② 期末自己株式数 23年9月期3Ｑ ―株 22年9月期 ―株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年9月期3Ｑ 2,529,100株 22年9月期3Ｑ 2,129,600株

 
※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事項は、当社が現在入手可能な情報に基づき作成した
ものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる場合があります。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 
(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間（平成22年10月1日～平成23年6月30日）における電子部品業界は、新興国に

おける旺盛な需要に加え、スマートフォンやタブレットPCの市場が拡大するなど好調な側面が見られ

たものの、欧州諸国の金融不安や中東諸国の政情不安もあり、不透明感を払拭できない状況が続いて

おりましたが、3月に発生した東日本大震災により厳しい状況に直面しました。第３四半期に入り、欧

州の金融不安に加え、米国の景気停滞も鮮明となり、スマートフォン等の一部製品を除き電子機器の

需要は低迷しています。また、震災の影響により調達が困難な部品が依然存在していることや、円高

基調も継続しており、この点でもマイナスの影響を受けております。 

このような環境の中、当社は既存取引の強化及び新規顧客の獲得や取扱商品の拡大に積極的に取り

組んでまいりましたが、売上高は590億31百万円(前年同四半期比23.1％減)、売上総利益は７億42百万

円(前年同四半期比55.6％減)となりました。経費節減により販売費及び一般管理費を削減いたしまし

たが、営業損失３億45百万円(前年同四半期は営業利益５億35百万円)となりました。 

営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は、30百万円の費用計上となり、経常損失は３億76百

万円(前年同四半期は経常利益６億41百万円)、繰延税金資産の増加に伴い法人税等調整額が減少した

ため、四半期純損失２億56百万円(前年同四半期は四半期純利益３億48百万円)となりました。 

 

  当第３四半期累計期間における事業部門別概況は以下のとおりであります。 

  
 ① 半導体事業 

半導体事業におきましては、ＯＤＤ（オプティカル・ディスク・ドライブ）向け、高機能薄型ＴＶ

向け半導体の需要が市場回復の遅れや震災の影響により低迷し、売上は低調に推移しました。 

以上の結果、売上高は135億14百万円（前年同四半期比26.5％減）となりました。 

 

 ② 電子デバイス事業 

電子デバイス事業におきましては、前期(平成22年9月期)後半のＯＤＤの供給過剰により流通在庫

が大幅に増加いたしました。そのため平成23年２月まで在庫調整のための生産縮小が続きました。２

月末でほぼ在庫調整の目処がつきましたが、震災による顧客側でのサプライチェーンの混乱のため、

適正な生産を確保することができず、６月まで売上が大幅に減少いたしました。 

以上の結果、売上高は154億65百万円（前年同四半期比48.3％減）となりました。 

 

 ③ ＬＣＤモジュール事業 

ＬＣＤモジュール事業におきましては、顧客のスマートフォンの売上が拡大しその主力機種に参入

している当社の売上は増加致しました。 

以上の結果、売上高は149億40百万円（前年同四半期比6.0％増）となりました。 

 

 ④ ＴＦＴパネル事業 

ＴＦＴパネル事業につきましては、学校向けパソコン特需が本年はなく、平年並みに推移したため、

ＴＦＴパネルの売上は微減いたしました。 

この結果、売上高は113億１百万円(前年同四半期比4.0％減)となりました。 

 

⑤ 電子材料事業 

電子材料事業につきましては、セルビジネスが順調に推移すると同時に、スマートフォン用バッテ

リー等新規案件が動き出し、電子材料の売上は大幅に増加いたしました。 
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この結果、売上高は38億９百万円(前年同四半期比49.6％増)となりました。 

 

 (2) 財政状態に関する定性的情報 

① 当第３四半期会計期間末の資産、負債及び純資産の状況  

(資産) 

流動資産は、199億6百万円(前事業年度末比54億62百万円減)となりました。これは、受取手形及び

売掛金が38億46百万円、商品が18億円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

固定資産につきましては変動は軽微でありました。 

(負債) 

流動負債は、152億62百万円(前事業年度末比50億68百万円減)となりました。これは、買掛金が22百

万円増加した一方、短期借入金が49億35百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債につきましては変動は軽微でありました。 

(純資産) 

純資産合計は、59億43百万円(前事業年度末比３億76百万円減)となりました。これは、四半期純損

失が２億56百万円となったことと、剰余金の配当等に伴い利益剰余金が３億82百万円減少したこと等

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、前事業年度末

に比べて３億29百万円増加し、８億19百万円となりました。 

当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・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３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、52億13百万円(前年同四半期は28

億6百万円の使用)となりました。 

これは主に、売上債権の減少38億45百万円、たな卸資産の減少18億円等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３四半期累計期間において投資活動に使用した資金は、51百万円(前年同四半期は6百万円の

使用)となりました。 

これは主に、投資有価証券の取得による支出22百万円、従業員に対する長期貸付けによる支出12

百万円、預り保証金の返還による支出9百万円、無形固定資産の取得による支出8百万円等によるも

のであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期累計期間において財務活動に使用した資金は、48億7百万円(前年同四半期は23億66

百万円の取得)となりました。 

これは主に、短期借入金返済による支出46億76百万円、配当の支払による支出１億25百万円等に

よるものであります。 
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(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成23年９月期通期の業績予想につきましては、平成23年７月29日付「平成23年９月期 業績予想

及び配当予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました業績予想に変更はございません。 

 

２．その他の情報 

 (1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  棚卸資産の評価方法 

    当第３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末

に係る実地棚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。 

 

 (2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

    第１四半期会計期間より、「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ありません。 

 

 (3) 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。 

 



3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成23年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 821,706 492,236

受取手形及び売掛金（純額） 13,271,266 17,118,196

商品 5,187,450 6,987,809

その他 625,837 770,277

流動資産合計 19,906,261 25,368,519

固定資産   

有形固定資産 1,369,928 1,367,085

無形固定資産 30,305 33,850

投資その他の資産 382,605 339,847

固定資産合計 1,782,839 1,740,783

資産合計 21,689,101 27,109,303

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,029,174 7,006,259

短期借入金 8,002,629 12,937,839

未払法人税等 1,830 194,192

賞与引当金 26,271 53,474

役員賞与引当金 － 30,000

その他 203,022 109,222

流動負債合計 15,262,929 20,330,988

固定負債   

退職給付引当金 77,119 68,467

役員退職慰労引当金 267,158 254,542

投資損失引当金 102,050 102,751

その他 36,031 32,465

固定負債合計 482,359 458,228

負債合計 15,745,289 20,789,217

純資産の部   

株主資本   

資本金 550,450 550,450

資本剰余金 2,382,670 2,382,670

利益剰余金 3,003,202 3,386,017

株主資本合計 5,936,323 6,319,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,488 947

評価・換算差額等合計 7,488 947

純資産合計 5,943,811 6,320,086

負債純資産合計 21,689,101 27,109,303
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(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 76,725,939 59,031,256

売上原価 75,052,102 58,288,312

売上総利益 1,673,836 742,943

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 389,625 393,871

退職給付費用 14,567 14,013

役員退職慰労引当金繰入額 12,151 13,186

賞与引当金繰入額 80,104 72,446

その他 641,623 595,390

販売費及び一般管理費合計 1,138,071 1,088,908

営業利益又は営業損失（△） 535,765 △345,964

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,170 1,663

為替差益 151,383 18,846

受取家賃 － 27,259

その他 54,249 18,410

営業外収益合計 206,804 66,180

営業外費用   

支払利息 65,819 65,457

支払手数料 26,000 23,952

その他 9,123 7,015

営業外費用合計 100,942 96,425

経常利益又は経常損失（△） 641,627 △376,210

特別利益   

固定資産売却益 763 98

投資有価証券売却益 11,182 －

会員権売却益 114 －

特別利益合計 12,059 98

特別損失   

固定資産売却損 19 －

貸倒引当金繰入額 － 1,500

特別損失合計 19 1,500

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 653,667 △377,611

法人税、住民税及び事業税 311,175 1,288

法人税等調整額 △5,868 △122,540

法人税等合計 305,306 △121,251

四半期純利益又は四半期純損失（△） 348,360 △256,360

㈱フーマイスターエレクトロニクス(3165) 平成23年9月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

653,667 △377,611

減価償却費 34,050 34,049

長期前払費用償却額 541 541

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2,556

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,330 △27,202

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,511 8,651

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,392 12,615

受取利息及び受取配当金 △1,170 △1,663

支払利息 65,819 65,457

為替差損益（△は益） △206,504 △233,535

有形固定資産売却損益（△は益） △743 △98

匿名組合投資損益（△は益） 633 △701

投資有価証券売却損益（△は益） △11,182 －

会員権売却損益（△は益） △114 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,630,825 3,845,872

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,308,923 1,800,358

仕入債務の増減額（△は減少） △7,038,414 22,914

その他 △266,137 348,783

小計 △2,466,079 5,470,988

利息及び配当金の受取額 1,247 1,679

利息の支払額 △65,565 △65,204

法人税等の支払額 △276,307 △193,650

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,806,704 5,213,813

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 △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △20,317 △4,889

有形固定資産の売却による収入 1,713 108

無形固定資産の取得による支出 △2,068 △8,404

投資有価証券の取得による支出 △56,800 △22,400

投資有価証券の売却による収入 67,982 －

従業員に対する長期貸付けによる支出 △1,562 △12,268

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 4,089 6,977

会員権の売却による収入 142 －

長期預り保証金の返還による支出 △7,523 △9,893

長期預り保証金の受入による収入 7,987 －

差入保証金の差入による支出 － △790

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,357 △51,560

㈱フーマイスターエレクトロニクス(3165) 平成23年9月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30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） 2,387,399 △4,676,809

リース債務の返済による支出 △4,161 △4,951

配当金の支払額 △17,036 △125,730

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,366,201 △4,807,491

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,651 △25,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △436,210 329,470

現金及び現金同等物の期首残高 1,002,924 490,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 566,714 819,686

㈱フーマイスターエレクトロニクス(3165) 平成23年9月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
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(株)フーマイスターエレクトロニクス(3165)平成23年９月期第３四半期決算短信[日本基準](非連結) 

(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 

   第１四半期会計期間より「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。 

なお、当社の事業は、「電子部品関連事業」のみの単一セグメントであるため、記載を省略してお

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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