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1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年6月30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 ％

24年9月期第3四半期 8,515 △22.2 △1,386 ― △1,448 ― △1,315 ―

23年9月期第3四半期 10,950 △23.3 △484 ― △508 ― △474 ―

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 △1,442百万円 （―％） 23年9月期第3四半期 △262百万円 （―％）

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9月期第3四半期 △11,599.16 ―

23年9月期第3四半期 △4,184.25 ―

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

24年9月期第3四半期 18,641 8,798 42.2 69,354.54
23年9月期 21,180 10,641 44.3 82,813.95

（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  7,862百万円 23年9月期  9,388百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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9月期 ― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00
24年9月期 ― 0.00 ―

24年9月期（予想） 1,000.00 1,000.00

3. 平成24年 9月期の連結業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 15,000 △3.9 100 △78.2 100 △79.9 70 △86.5 617.44



(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  ：  無  

(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、添付資料2
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。 

※  注記事項

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9月期3Q 113,684 株 23年9月期 113,684 株

② 期末自己株式数 24年9月期3Q 312 株 23年9月期 312 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 113,372 株 23年9月期3Q 113,372 株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州諸国の債務不安問題の深刻化や、堅調に推移し

ていたアジア新興国を中心とした成長が鈍化するなど、景気の減速感が強まっております。 

わが国経済においては、東日本大震災の復興需要等を背景に、緩やかに回復しつつあるものの、海外

経済の減速や円高の継続等、依然として景気の先行きは不透明な状況にあります。 

フラットパネルディスプレイ業界におきましては、世界的なテレビ販売の不振等によりパネルメーカ

ー及びテレビメーカーの収益は大変厳しい状況となりました。各社は収益の改善に向けて、国境を越え

た業務資本提携、組織の再編を含む構造改革、経営陣の刷新等の抜本的な対策を打ち出しており、業界

再編が加速しております。また、 終需要の不透明さから、テレビメーカーはパネルの調達に非常に慎

重となり、パネルメーカーの稼働率は緩やかな上昇基調にとどまりました。 

そのような状況の中、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は、第８世代以下

のフォトマスクにおきましては、スマートフォンやタブレット端末向けの中小型フォトマスクの需要は

堅調に推移したものの、付加価値の高い多階調フォトマスクをはじめ、量産用、開発用など、特にテレ

ビを中心とする大型パネル用のフォトマスク需要は低調に推移いたしました。また、当社売上の大きな

ウエイトを占める第10世代用フォトマスクにおきましては、第１四半期および第２四半期において、大

幅に遅延していた開発需要が、第３四半期に入り若干回復したものの、当社想定を下回るものとなりま

した。 

その結果、当社グループの連結業績につきましては、売上高85億15百万円（前年同期比22.2％減）、

営業損失13億86百万円（前年同期は４億84百万円の営業損失）、経常損失14億48百万円（前年同期は５

億８百万円の経常損失）、四半期純損失13億15百万円（前年同期は４億74百万円の四半期純損失）とな

り、前年同期と比べ大幅な減収減益となりました。 

  

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25億39百万円減少し

186億41百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少や、たな卸資産の減少、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６億96百万円減少し98億43百万円となりました。これは主

に、期末日が金融機関の休日であったため支払手形及び買掛金が増加した一方で、長期借入金（１年内

返済予定の長期借入金含む）が減少したこと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18億42百万円減少し87億98百万円となりました。これは主

に、利益剰余金の減少や少数株主持分の減少によるものであります。  

  

通期の業績予想については、平成23年11月９日に公表いたしました「平成23年９月期決算短信」から

変更はありません。 

  

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

（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

2

㈱エスケーエレクトロニクス（6677）平成24年９月期第３四半期決算短信



２．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,551,303 2,606,756

受取手形及び売掛金 5,586,549 5,051,918

商品及び製品 5,612 15,519

仕掛品 152,714 235,639

原材料及び貯蔵品 1,600,599 1,264,081

その他 839,730 188,896

貸倒引当金 △9,557 △6,778

流動資産合計 10,726,953 9,356,033

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,148,715 3,913,084

機械装置及び運搬具（純額） 4,208,213 3,015,055

土地 1,607,750 1,607,750

その他（純額） 127,057 109,754

有形固定資産合計 10,091,738 8,645,645

無形固定資産

のれん － 37,129

その他 137,326 184,746

無形固定資産合計 137,326 221,875

投資その他の資産

その他 224,929 418,724

貸倒引当金 － △400

投資その他の資産合計 224,929 418,324

固定資産合計 10,453,994 9,285,845

資産合計 21,180,947 18,641,878

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,823,289 3,605,546

1年内返済予定の長期借入金 3,596,333 3,450,000

未払法人税等 25,058 8,000

役員賞与引当金 30,000 －

その他 666,283 518,399

流動負債合計 7,140,964 7,581,945

固定負債

長期借入金 3,237,500 2,150,000

その他 161,425 111,646

固定負債合計 3,398,925 2,261,646

負債合計 10,539,889 9,843,592
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年６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 1,671,535 209,131

自己株式 △48,338 △48,338

株主資本合計 10,068,333 8,605,929

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 53,235 76,818

為替換算調整勘定 △732,785 △819,885

その他の包括利益累計額合計 △679,549 △743,066

少数株主持分 1,252,273 935,423

純資産合計 10,641,057 8,798,286

負債純資産合計 21,180,947 18,641,878
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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：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 10,950,982 8,515,350

売上原価 10,024,226 7,996,812

売上総利益 926,756 518,538

販売費及び一般管理費 1,411,020 1,904,903

営業損失（△） △484,264 △1,386,364

営業外収益

受取利息 2,605 5,757

不動産賃貸料 21,910 22,010

償却債権取立益 － 9,134

その他 56,847 11,123

営業外収益合計 81,362 48,025

営業外費用

支払利息 64,552 46,805

為替差損 － 31,951

その他 40,871 31,261

営業外費用合計 105,423 110,018

経常損失（△） △508,325 △1,448,357

特別利益

補助金収入 100,000 100,000

投資有価証券売却益 6,070 2,999

特別利益合計 106,070 102,999

特別損失

有形固定資産除却損 5,976 37

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 266 －

災害による損失 14,214 －

特別損失合計 21,937 37

税金等調整前四半期純損失（△） △424,192 △1,345,395

法人税、住民税及び事業税 44,370 8,481

法人税等還付税額 △16,546 －

法人税等合計 27,824 8,481

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △452,017 △1,353,876

少数株主利益又は少数株主損失（△） 22,359 △38,856

四半期純損失（△） △474,377 △1,315,020

5

㈱エスケーエレクトロニクス（6677）平成24年９月期第３四半期決算短信



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：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △452,017 △1,353,876

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 31,183 23,583

為替換算調整勘定 158,632 △112,455

その他の包括利益合計 189,816 △88,872

四半期包括利益 △262,200 △1,442,749

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △349,713 △1,378,537

少数株主に係る四半期包括利益 87,512 △64,212
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

（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
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