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1．平成25年3月期第3四半期の連結業績 (平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 64,367 1.5 △5,033 ― △4,272 ― △4,869 ―

24年3月期第3四半期 63,415 △27.3 △6,665 ― △6,861 ― △22,176 ―

(注) 包括利益  25年3月期第3四半期 △5,447百万円(―％) 24年3月期第3四半期 △24,673百万円(―％)

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

25年3月期第3四半期 △113 46 ― ―

24年3月期第3四半期 △516 74 ― ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 117,864 43,537 36.9
24年3月期 105,250 48,986 46.5

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 43,537百万円 24年3月期 48,986百万円

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

24年3月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

25年3月期 ― 0 00 ―

25年3月期(予想) ― ― ― ―

3．平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31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 86,500 7.9 △8,400 ― △7,000 ― △7,800 ― △181 75



  

 
(注)詳細は、添付資料5ページ「2.サマリー情報(注記事項)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」をご覧ください。 

 

(注)第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しています。詳細は、添付資料5ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項(3)会計方

針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

  

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま

せん。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、添付資料4ページ「1.当四半期決算に関する

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。 

当社は、平成25年2月8日(金)に機関投資家向け電話会議を開催する予定です。この電話会議で使用す

る資料については、開催にあわせて当社ホームページで掲載する予定です。 

※ 注記事項

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社(社名)            、除外 ― 社(社名)

(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

(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(4)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) 25年3月期3Ｑ 45,029,493株 24年3月期 45,029,493株

② 期末自己株式数 25年3月期3Ｑ 2,114,296株 24年3月期 2,113,731株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年3月期3Ｑ 42,915,422株 24年3月期3Ｑ 42,916,007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グローバル経済状況は、米国経済では緩慢な景気回復が続き、欧

州では債務問題・金融危機などによる景気減速が継続しています。また、中国をはじめ新興国において

も成長の鈍化がみられる状況となりました。わが国経済については、当第3四半期の後半には政府の景

気回復対策の実行への期待などから円安傾向となりましたが、世界経済の減速の影響や円高の影響など

から依然として厳しい状況で推移しました。 

当社グループが主力としているパソコンやスマートフォンなどのコンシューマー・エレクトロニクス

の分野では、製品需要の急激な変動や製品・サービスの低価格化が常態化しており、これらが要因とな

って売上高と利益の両面に重大な影響を与えています。こうしたなか、前年度下期には構造改革強化策

を断行し、今年度はさらに第4次中期経営計画に基づいて経営の効率化を推進し、業績回復に努めてま

いりました。また、ディバイス事業における新型静電容量方式タッチパネルの生産は、当第3四半期に

おいて工場稼働が本格化し、生産効率の改善が急速に進展しています。 

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高は643億67百万円(前年同四半期比1.5%

増)、利益面では営業損失は50億33百万円(前年同四半期は66億65百万円の営業損失)、経常損失は42億

72百万円(前年同四半期は68億61百万円の経常損失)、四半期純損失は48億69百万円(前年同四半期は221

億76百万円の四半期純損失)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

産業資材 

産業資材は、プラスチックおよび金属製品などの表面を加飾する技術を柱とし、一方で機能フィルム

などへも事業領域を拡大していくセグメントです。プラスチックの成形と同時に転写を行うIMDは、グ

ローバル市場でノートパソコン、携帯電話、自動車(内装)、家電製品などに広く採用されています。 

当第3四半期連結累計期間においては、主力である個人用ノートパソコン向けの需要が減速し、携帯

電話向けの需要が低迷しました。一方で、自動車(内装)向けの需要は安定して推移しています。 

その結果、当第3四半期連結累計期間の連結売上高は211億72百万円(前年同四半期比27.8%減)となり

ました。 

  

ディバイス 

ディバイスは、タッチ入力ディバイスFineTouchを中心とし、精密で機能性を追求したディバイスを

提供していくセグメントです。グローバル市場でスマートフォン、タブレット端末、携帯ゲーム機など

に採用されています。 

当第3四半期連結累計期間においては、スマートフォン向けなどの従来型静電容量方式のタッチパネ

ルは低調でしたが、新型静電容量方式のタッチパネルはタブレット端末向けの需要が大きく伸長しまし

た。また、携帯ゲーム機向けタッチパネルの需要も堅調に推移しました。 

その結果、当第3四半期連結累計期間の連結売上高は294億34百万円(前年同四半期比43.5%増)となり

ました。 

1．当四半期決算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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情報コミュニケーション 

情報コミュニケーションは、お客さま企業の広告宣伝、販売などによるコミュニケーション活動全般

をサポートするセールスプロモーションやWebソリューション、商業印刷、出版印刷のほか、文化財の

デジタルアーカイブ製作も手がけています。 

当第3四半期連結累計期間においては、主力の商業分野で国内景気の低迷による企業の広告費圧縮や

情報メディアの多様化による印刷物の減少などの影響があり、競争は厳しいものとなりましたが、積極

的な受注活動を展開しました。 

その結果、当第3四半期連結累計期間の連結売上高は136億80百万円(前年同四半期比2.1%増)となりま

した。 

  

当第3四半期連結会計期間末における総資産は1,178億64百万円となり前連結会計年度末(平成24年3月

期末)に比べ126億13百万円増加しました。 

流動資産は632億21百万円となり前連結会計年度末に比べ151億70百万円増加しました。主な要因は、

受取手形及び売掛金が116億30百万円、現金及び預金が35億30百万円増加したこと等によるものです。 

固定資産は546億43百万円となり前連結会計年度末に比べ25億57百万円減少しました。主な要因は、

投資その他の資産のその他に含まれる長期預金が15億円、時価の変動等により投資有価証券が12億1百

万円減少したこと等によるものです。 

当第3四半期連結会計期間末における負債は743億26百万円となり前連結会計年度末に比べ180億61百

万円増加しました。 

流動負債は650億93百万円となり前連結会計年度末に比べ186億88百万円増加しました。主な要因は、

支払手形及び買掛金が90億96百万円、その他に含まれる設備未払金が17億82百万円増加したこと等によ

るものです。 

固定負債は92億32百万円となり前連結会計年度末に比べ6億27百万円減少しました。主な要因は、そ

の他に含まれるリース債務が4億68百万円減少したこと等によるものです。 

当第3四半期連結会計期間末における純資産は435億37百万円となり前連結会計年度末に比べ54億48百

万円減少しました。 

  

キャッシュ・フローの状況の分析 

当第3四半期連結累計期間末における連結ベースの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35億23百万円増加し、230億13百万円となりました。 

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は72億16百万円となりました。これは売上債権の純増額として116億18

百万円を計上した一方、仕入債務の純増額として90億79百万円、減価償却費を67億31百万円計上したこ

と等によるものです。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は39億55百万円となりました。これは定期預金の払戻による収入として

15億円計上した一方、有形及び無形固定資産の取得として70億85百万円を支出したこと等によるもので

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4億69百万円となりました。これはリース債務の返済として4億67百万

円支出したこと等によるものです。 

  

通期の業績予想につきましては、 近の業績動向や景況感を踏まえて見直しを行った結果、平成24年

11月9日に公表しました業績予想を修正しています。 

詳細は、本日(平成25年2月8日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

(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引前当期純利益又は税引前

当期純損失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又は税引前四

半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しています。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います。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更していま

す。 

これにより、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失はそれぞれ271百万円減少しています。 

  

2．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

前連結会計年度
(平成24年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,735 23,266

受取手形及び売掛金 17,034 28,664

商品及び製品 3,744 3,208

仕掛品 3,018 2,794

原材料及び貯蔵品 1,609 2,270

その他 3,098 3,267

貸倒引当金 △190 △251

流動資産合計 48,050 63,221

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,755 17,374

機械装置及び運搬具（純額） 10,789 14,561

工具、器具及び備品（純額） 1,496 1,302

土地 6,387 6,194

リース資産（純額） 2,965 2,520

建設仮勘定 3,130 2,347

有形固定資産合計 43,524 44,301

無形固定資産

のれん 58 14

ソフトウエア 4,348 3,515

その他 187 444

無形固定資産合計 4,593 3,974

投資その他の資産

投資有価証券 6,661 5,459

その他 2,855 1,344

貸倒引当金 △434 △436

投資その他の資産合計 9,081 6,366

固定資産合計 57,200 54,643

資産合計 105,250 117,864
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,556 22,652

短期借入金 25,094 25,096

未払法人税等 148 114

賞与引当金 967 509

その他 6,638 16,720

流動負債合計 46,404 65,093

固定負債

退職給付引当金 5,734 5,847

その他 4,125 3,385

固定負債合計 9,859 9,232

負債合計 56,264 74,326

純資産の部

株主資本

資本金 5,684 5,684

資本剰余金 7,355 7,355

利益剰余金 38,029 33,160

自己株式 △2,925 △2,926

株主資本合計 48,143 43,274

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,807 2,124

為替換算調整勘定 △1,964 △1,860

その他の包括利益累計額合計 842 263

純資産合計 48,986 43,537

負債純資産合計 105,250 117,864
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(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23年4月1日
至 平成23年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 平成24年4月1日
至 平成24年12月31日)

売上高 63,415 64,367

売上原価 61,575 60,437

売上総利益 1,840 3,930

販売費及び一般管理費 8,506 8,964

営業損失（△） △6,665 △5,033

営業外収益

受取利息 45 61

受取配当金 141 81

為替差益 － 1,100

その他 248 227

営業外収益合計 435 1,470

営業外費用

支払利息 95 125

投資有価証券評価損 19 188

為替差損 480 －

支払補償費 － 285

その他 34 109

営業外費用合計 630 709

経常損失（△） △6,861 △4,272

特別利益

固定資産売却益 10 1,481

投資有価証券売却益 － 9

国庫補助金 159 159

特別利益合計 170 1,650

特別損失

固定資産除売却損 804 1,550

固定資産圧縮損 156 152

関係会社清算損 209 －

事業構造改善費用 9,678 －

特別損失合計 10,849 1,703

税金等調整前四半期純損失（△） △17,539 △4,324

法人税等 4,636 544

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △22,176 △4,869

四半期純損失（△） △22,176 △4,869
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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23年4月1日
至 平成23年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 平成24年4月1日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △22,176 △4,869

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,182 △683

為替換算調整勘定 △314 104

その他の包括利益合計 △2,497 △578

四半期包括利益 △24,673 △5,447

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △24,673 △5,447

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年4月1日
至 平成23年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 平成24年4月1日
至 平成24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（△） △17,539 △4,324

減価償却費 6,407 6,731

のれん償却額 43 43

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,007 △458

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △466 112

貸倒引当金の増減額（△は減少） △434 62

受取利息及び受取配当金 △187 △142

支払利息 95 125

為替差損益（△は益） 189 △432

固定資産除売却損益（△は益） 793 69

投資有価証券売却損益（△は益） － △9

投資有価証券評価損益（△は益） 19 188

関係会社清算損益（△は益） 209 －

事業構造改善費用 9,678 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,316 △11,618

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,267 107

仕入債務の増減額（△は減少） △7,459 9,079

その他 3,009 7,976

小計 4,896 7,511

利息及び配当金の受取額 187 141

利息の支払額 △95 △125

法人税等の支払額 △316 △377

法人税等の還付額 2,636 66

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,308 7,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 1,578 1,500

定期預金の預入による支出 △240 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,591 △7,085

有形及び無形固定資産の売却による収入 305 1,670

投資有価証券の取得による支出 △9 △123

投資有価証券の売却による収入 0 58

投資有価証券の償還による収入 1 －

貸付けによる支出 △41 △3

貸付金の回収による収入 56 13

その他 － 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,941 △3,955
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(単位：百万円)

前第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)

当第3四半期連結累計期間
(自 平成24年4月1日
至 平成24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） △242 －

長期借入れによる収入 75 －

長期借入金の返済による支出 △125 －

リース債務の返済による支出 △480 △467

自己株式の取得及び売却による収支 △0 △0

配当金の支払額 △963 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,736 △469

現金及び現金同等物に係る換算差額 △547 731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,083 3,523

現金及び現金同等物の期首残高 17,107 19,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,190 23,013
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当第3四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第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) 

  

1. 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 

 
(注) 1. 「その他」の区分は不動産事業、人材派遣事業等です。 

2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△3,988百万円には各報告セグメントに配分していない全社費用等が含

まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。 

  

2．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

「産業資材」、「ディバイス」及び「情報コミュニケーション」のセグメントにおいて、構造改革強

化策の実施に伴う減損損失を計上しており、特別損失の「事業構造改善費用」に含めて表示していま

す。なお、当該減損損失の計上額は「産業資材」が4,848百万円、「ディバイス」が1,626百万円、「情

報コミュニケーション」が53百万円です。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)3産業資材 ディバイス

情報コミュ
ニケーショ

ン

その他
(注)1

計

売上高

  外部顧客への売上高 29,334 20,507 13,401 171 63,415 ― 63,415

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

19 ― ― 785 804 △804 ―

計 29,354 20,507 13,401 956 64,220 △804 63,415

セグメント利益又は損失(△) △111 △2,701 △67 203 △2,677 △3,988 △6,665
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Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日) 

  

1. 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 

 
(注) 1. 「その他」の区分は不動産事業、人材派遣事業等です。 

2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△4,264百万円には各報告セグメントに配分していない全社費用等が含

まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。 

  

2．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  

当第3四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日) 

該当事項はありません。 

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)3産業資材 ディバイス

情報コミュ
ニケーショ

ン

その他
(注)1

計

売上高

  外部顧客への売上高 21,172 29,434 13,680 80 64,367 ― 64,367

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 572 572 △572 ―

計 21,172 29,434 13,680 652 64,940 △572 64,367

セグメント利益又は損失(△) 230 △1,213 73 139 △769 △4,264 △5,033

(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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