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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 107,337 △23.7 678 △77.3 761 △72.4 △747 ―
21年3月期第3四半期 140,731 ― 2,986 ― 2,754 ― △17,571 ―

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

22年3月期第3四半期 △7.78 ―
21年3月期第3四半期 △182.91 ―

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

22年3月期第3四半期 207,940 163,550 78.3 1,695.85
21年3月期 216,823 164,207 75.7 1,709.39

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  162,900百万円 21年3月期  164,207百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 10.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 150,000 △13.1 2,000 ― 2,400 ― 100 ― 1.04
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  
(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、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。上記予想の前提条件、その他関連する事項については、３ページ「３．連結業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 99,532,133株 21年3月期  99,532,133株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,473,828株 21年3月期  3,470,646株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 96,060,165株 21年3月期第3四半期 96,062,003株
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【定性的情報・財務諸表等】 
 

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におけるグローバル経済は、前年度後半以降の世界同時不況から持ち直しつつある

ものの、消費や投資などが低調であり、依然として低迷しました。 
当社グループの事業環境は、世界規模での景気の低迷を受け、市場構造の変化や製品価格の下落などにより厳

しい状況で推移しました。 
このような状況のもと当第３四半期連結累計期間の売上高は、光学部品などで回復が見られるものの、全部門

が減収となったことにより前年同期比23.7%減(以下の比較はこれに同じ)の 107,337 百万円となりました。利益面
では、総経費の徹底削減や総合原価低減など経営の筋肉質化に向けた各施策が功を奏したものの、販売数量の減
少や製品価格の下落、為替の影響などにより、営業利益は 2,308 百万円減少の 678 百万円、経常利益は 1,993 百
万円減少の761百万円となりました。四半期純損益は16,824 百万円改善の747百万円の損失となりました。 
当第３四半期連結累計期間の対米ドルの平均円レートは93円、対ユーロの平均円レートは133円となりました。

セグメント別営業状況は次のとおりです。 
 

(情報メディア部門) 
コンピュータテープは高記憶容量製品である LTO Ultrium４データカートリッジが販売数量を伸ばしましたが、

製品価格の下落や為替の影響などにより大幅減収となりました。また、光ディスクは販売数量が減少したことな
どにより、オーディオ･ビデオテープは市場縮小により、大幅減収となりました。この結果、情報メディア部門全
体の売上高は32.2%減の 41,084 百万円となりました。営業利益はコンピュータテープが大幅に悪化したことなど
により2,582 百万円減少の534百万円となりました。 
※Linear Tape-Open、LTO及び Ultriumは米国その他におけるHP社、IBM 社及びQuantum 社の商標です。 
 

(電池部門) 
二次電池では角形リチウムイオン電池の販売数量が減少したことなどにより大幅減収となりました。一次電池

では耐熱コイン形リチウム電池や酸化銀電池、乾電池が低調に推移したことにより大幅減収となりました。この
結果、電池部門全体の売上高は24.0%減の 31,458 百万円となりました。営業損益は角形リチウムイオン電池や耐
熱コイン形リチウム電池が悪化したことなどにより1,594 百万円悪化の1,006 百万円の損失となりました。 

 
(材料・デバイス・電器部門) 
材料・デバイスでは光学部品の光ディスクドライブ用ピックアップレンズが伸び悩んだことなどにより減収と

なりました。電器は減収となりました。この結果、材料・デバイス・電器部門全体の売上高は 10.3%減の 34,795
百万円となりました。営業損益は機能性材料や光学部品での事業構造改革の効果などにより 1,868 百万円改善の
1,150 百万円の黒字となりました。 

 

 なお、当第３四半期連結累計期間における地域別売上高、設備投資、減価償却費、研究開発費などについては、
５ページの補足資料をご参照ください。 
 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
（資産） 
   総資産は、前連結会計年度末より8,883 百万円減少し、207,940 百万円となりました。これは主に関係会社預
け金を取崩し、当社発行の社債10,000 百万円の償還に充当したことによるものです。 

 
（負債） 

負債は、前連結会計年度末より8,226 百万円減少し、44,390 百万円となりました。これは主に当社発行の社
債を償還したことによるものです。 

 
（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末より657百万円減少し、163,550 百万円となりました。これは主に利益剰余金が
2,669 百万円減少したもののその他有価証券評価差額金が2,221 百万円増加したことによるものです。 

 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
グローバル経済の先行きは依然不透明であり、今後も市場構造の変化や市場競争激化による製品価格の下落、

さらに為替相場の変動などが懸念され、当社グループを取り巻く環境は予断を許さない状況です。なお平成22年
３月期の通期業績予想については平成 21 年４月 27 日に発表した予想を変更しておりません。セグメント別業績
予想につきましては５ページの補足資料をご参照ください。 
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４．その他 
(1) 期中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） 
   該当事項はありません。 
 
(2) 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 
 ①簡便な会計処理 

ⅰ 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。 

  ⅱ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異 

等の発生の状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業
績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度以降に経営環境等に著
しい変化があるか、又は、一時差異等の発生の状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年
度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したも
のを利用する方法によっております。 

  ②特有の会計処理 
税金費用の計算 

     当連結会計年度の税引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、税引前四
半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、見積実効税率を使用
できない場合には、法定実効税率を使用しております。 

 
(3) 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 

  該当事項はありません。 
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＜補足資料＞ 
 
(業績概要) 

 (単位：百万円) 

 
平成22年３月期 
第３四半期 
連結会計期間 

前年 
同期比 
(%) 

平成22年３月期 
第３四半期 
連結累計期間 

前年 
同期比 
(%) 

平成22年３月期 
見通し 

前年比
(%) 

売上高 36,987 △12.8 107,337 △23.7 150,000 △13.1

営業利益 511 △13.8 678 △77.3 2,000 -

経常利益 687 - 761 △72.4 2,400 -

当期純利益(損失) △173 - △747 - 100 -

為替：米ドル 90円 93円 95円

   ユーロ 133 円 133 円 120 円

 

 
(セグメント別売上高･営業損益) 

 (単位：百万円) 

 平成22年３月期 
第３四半期 
連結会計期間 

前年 
同期比 
(%) 

平成22年３月期 
第３四半期 
連結累計期間 

前年 
同期比 
(%) 

平成22年３月期 
見通し 

前年比
(%) 

売上高 36,987 (100) △12.8 107,337 (100) △23.7 150,000 △13.1

情報メディア 14,097 ( 38) △21.7 41,084 ( 38) △32.2 54,000 △28.2

電池 10,391 ( 28) △15.9 31,458 ( 29) △24.0 50,000 ＋0.8

材料･デバイス･電器 12,499 ( 34) ＋3.7 34,795 ( 33) △10.3 46,000 △3.9

営業利益(損失) 511 (100) △13.8 678 (100) △77.3 2,000 -

情報メディア 297 ( 58) △70.4 534 ( 79) △82.9 1,500 △36.0
電池 △552 (  -) - △1,006 (  -) - △500 -
材料･デバイス･電器 766 (150) - 1,150 (169) - 1,000 -

(カッコ内は構成比、単位：%) 
 
 
(地域別売上高)   

                            (単位：百万円) 

 
平成22年３月期 
第３四半期 
連結会計期間 

前年 
同期比 
(%) 

平成22年３月期 
第３四半期 
連結累計期間 

前年 
同期比 
(%) 

海外売上高 18,617 ( 50) △18.8 58,990 ( 55) △29.9

米州 6,560 ( 18) △28.1 19,200 ( 18) △39.5
欧州 5,139 ( 14) △8.8 15,221 ( 14) △22.7
アジア他 6,918 ( 18) △15.5 24,569 ( 23) △24.9

国内売上高 18,370 ( 50) △5.7 48,347 ( 45) △14.6

売上高(合計) 36,987 (100) △12.8 107,337 (100) △23.7

  (カッコ内は構成比、単位：%) 
 
 

(設備投資･減価償却費･研究開発費) 
 (単位：百万円) 

 
平成22年３月期 
第３四半期 
連結会計期間 

前年 
同期比 
(%) 

平成22年３月期 
第３四半期 
連結累計期間 

前年 
同期比 
(%) 

平成22年３月期 
見通し 

前年比
(%) 

設備投資 889 △26.8 3,291 △67.2 8,000 △45.7

減価償却費 2,304 △17.8 6,604 △15.6 10,000 △5.3

研究開発費 1,369 △30.7 4,663 △25.2 7,000 △8.7

 



5.【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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,832 9,117

受取手形及び売掛金 29,773 27,805

有価証券 2,914 991

たな卸資産 17,787 18,737

関係会社預け金 29,568 38,779

その他 16,810 10,813

貸倒引当金 △638 △279

流動資産合計 103,046 105,963

固定資産   

有形固定資産   

土地 41,096 41,270

その他（純額） 39,833 43,627

有形固定資産合計 80,929 84,897

無形固定資産 1,429 1,682

投資その他の資産   

投資有価証券 16,391 17,583

その他 6,156 6,701

貸倒引当金 △11 △3

投資その他の資産合計 22,536 24,281

固定資産合計 104,894 110,860

資産合計 207,940 216,823

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,131 10,698

短期借入金 1,203 2,206

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 778 180

その他 13,445 16,206

流動負債合計 31,557 39,290

固定負債   

退職給付引当金 7,700 8,189

役員退職慰労引当金 289 488

その他 4,844 4,649

固定負債合計 12,833 13,326

負債合計 44,390 52,616
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,203 12,203

資本剰余金 22,325 22,325

利益剰余金 140,728 143,397

自己株式 △4,943 △4,938

株主資本合計 170,313 172,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,437 △784

為替換算調整勘定 △8,850 △7,996

評価・換算差額等合計 △7,413 △8,780

少数株主持分 650 －

純資産合計 163,550 164,207

負債純資産合計 207,940 216,823
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 140,731 107,337

売上原価 103,688 81,937

売上総利益 37,043 25,400

販売費及び一般管理費 34,057 24,722

営業利益 2,986 678

営業外収益   

受取利息 866 327

受取配当金 28 21

受取賃貸料 609 590

その他 363 311

営業外収益合計 1,866 1,249

営業外費用   

支払利息 412 95

為替差損 1,189 519

その他 497 552

営業外費用合計 2,098 1,166

経常利益 2,754 761

特別利益   

固定資産売却益 241 514

未払費用戻入益 568 －

退職給付引当金戻入額 － 103

その他 112 70

特別利益合計 921 687

特別損失   

固定資産除売却損 417 159

関係会社株式売却損 － 101

アドバイザリー費用 － 271

投資有価証券評価損 2,867 389

事業構造改善費用 6,917 257

その他 7 5

特別損失合計 10,208 1,182

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△6,533 266

法人税等 11,038 1,013

四半期純損失（△） △17,571 △747
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△6,533 266

減価償却費 7,823 6,604

減損損失 6,044 －

受取利息及び受取配当金 △894 △348

支払利息 412 95

投資有価証券評価損益（△は益） 2,867 389

固定資産除売却損益（△は益） 176 △347

売上債権の増減額（△は増加） 674 △2,042

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,600 803

仕入債務の増減額（△は減少） 381 5,660

未払費用の増減額（△は減少） △2,498 △527

未収入金の増減額（△は増加） 339 △1,344

その他 △2,072 988

小計 5,119 10,197

利息及び配当金の受取額 1,091 401

利息の支払額 △689 △336

法人税等の支払額 △2,159 △343

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,362 9,919

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 △11,253 △5,374

有形固定資産の売却による収入 678 468

投資有価証券の取得による支出 △831 △4

投資有価証券の売却による収入 12,053 1,996

関係会社株式の取得による支出 △26 －

関係会社株式の売却による収入 － 550

その他 △165 102

投資活動によるキャッシュ・フロー 456 △2,262

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） 1,844 △1,042

配当金の支払額 △1,921 △1,922

社債の償還による支出 － △10,000

その他 △9 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △86 △12,969

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,175 △636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,557 △5,948

現金及び現金同等物の期首残高 46,340 51,068

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

90 5

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,987 45,125
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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）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。 

 




