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（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 ％

24年９月期第３四半期  4,849 △10.2 △136 － △68  － △73 －

23年９月期第３四半期  5,398 88.5 166 661.9 253  414.5 126 212.7

  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 △13.49  －

23年９月期第３四半期 23.18  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％

24年９月期第３四半期 9,604 5,458 56.8

23年９月期 10,488 5,668 54.0

（参考）自己資本  24年９月期第３四半期  百万円  23年９月期  百万円 5,458 5,668

  
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  － 7.00  －  16.00 23.00

24年９月期  － 8.50  －     

24年９月期（予想）        8.50 17.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成24年９月期の業績予想（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）

  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  7,586  △11.0 469 △31.3 532 △31.4  319  △30.2 58.53

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：  無

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年９月期３Ｑ 5,491,490株 23年９月期 5,491,490株

②  期末自己株式数 24年９月期３Ｑ 30,992株 23年９月期 30,926株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年９月期３Ｑ 5,460,548株 23年９月期３Ｑ 5,460,623株

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。

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んで

おり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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P.2「当四半期決算に関する定性的情報」をご覧下さい。
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(１）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世界経済は、米国では雇用情勢が再度悪化するなど景気回復に停滞感が見られま

した。また、欧州ではギリシャのユーロ圏離脱は免れたものの、財政危機の状況は依然として変わらず、欧州経済

への先行き不安の懸念が顕在していると同時に、新興国の経済成長も鈍化しており、全体的に景気は低迷しており

ます。一方、国内経済においては、東日本大震災からの復興による回復の動きが見られるものの、不安定な国際金

融情勢を背景とした円高により、輸出が減少するなど企業収益の圧迫から厳しい状況が続いております。 

 このような経済環境の中、当社が関わる電子部品業界においては、薄型テレビやパソコン等の市場が縮小する一

方で、スマートフォン（高機能携帯端末）やタブレット端末等の成長製品に対する市場は需要が継続しておりま

す。しかしながら、ＬＥＤ関連製品の市場においては、当第２四半期より引き続き一服感が見られ、需要は落ち着

いた状況が続いております。 

 このような状況の中、電子機器事業及び繊維機器事業は共に低調に推移いたしました。 

 損益面につきましては、固定費及び製造コスト等の削減に努めてまいりましたが、研究開発費等が増加いたしま

した。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業損失は 百万

円（前年同四半期は営業利益 百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半期は経常利益２億 百万円）、四

半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純利益 百万円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（電子機器事業） 

 液晶製造機器では、スマートフォンやタブレット端末等の高機能携帯端末市場の拡大が続いてることから、海

外の大手液晶パネルメーカーやＥＭＳメーカー向けの小型液晶パネル用高速偏光板貼り付け機及びその周辺機器

の需要が安定的に推移いたしました。しかしながら、前第３四半期に偏光板貼り付け機の需要が急伸した影響か

ら当第３四半期の装置需要は落ち着いた形となり、販売額は減少いたしました。 

 半導体製造機器では、高機能携帯端末市場の拡大を背景に、液晶パネルバックライト用ＬＥＤメーカーや米国

の通信用チップメーカー向け等の装置販売が好調を維持したほか、省エネルギーで注目を集めているパワー半導

体メーカーからの装置需要も堅調に推移いたしました。このような状況の中、特に国内メーカーからの装置需要

が急伸した影響から販売額は増加いたしました。 

 ＭＷＳ（マルチワイヤーソー）では、ＬＥＤ関連製品の市場において大きな一服感が見られ、装置需要は落ち

着いた状況が続いております。また、その他の材料用途への装置につきましても、ＬＥＤ関連製品向け装置をカ

バーできるほどの受注を獲得することができず、低調に推移いたしました。一方、太陽電池向けマルチワイヤー

ソーにつきましては、欧州を中心とする太陽電池市場が減速していること及び市場の設備投資過多の影響も大き

いことから、減速感が強まり低調に推移いたしました。このような状況の中、販売額は減少いたしました。 

 その結果、売上高は 億 百万円（前年同四半期比 ％減）、セグメント損失 百万円（前年同四半期はセ

グメント利益２億 百万円）となりました。 

（繊維機器事業） 

 アパレル業界においては、国内市場において海外に生産移管されていた一部商品の回帰などがあり、回復の兆

しが見えつつあるものの、生産設備の増設には至っていない状況であり、設備投資は老朽設備の入替えなど限定

的となっております。一方、海外市場では欧州の金融不安などから全体的に停滞感はあるものの、一部日系企業

を中心に継続した設備投資が行なわれました。このような状況の中、販売額は若干増加いたしました。 

 その結果、売上高は２億 百万円（前年同四半期比 ％増）、セグメント損失１億１百万円（前年同四半期

はセグメント損失 百万円）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

48億49 10.2 １億36

１億66 68 53

73 １億26

45 61 12.1 35

47

87 39.7

81
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(２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期末における「資産合計」は、現金預金及び売上債権の減少等により、前期末に比べ 百万円減

少し 百万円となりました。 

また「負債合計」は、買掛金の減少及び銀行からの借入金を返済したこと等により、前期末に比べ 百万円

減少し 百万円となりました。「純資産合計」は、配当金の支払い及び四半期純損失を計上したこと等によ

り、前期末に比べ 百万円減少し 百万円となりました。 

(３）業績予想に関する定性的情報 

現時点での業績予想につきましては、平成23年11月11日に発表いたしました予想数値に変更はありません。  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第３四半期会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる損益への影響は軽微であります。  

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

８億84

96億４

６億74

41億45

２億10 54億58

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,490,874 2,297,342

受取手形及び売掛金 1,673,707 999,033

製品 621,735 1,276,628

仕掛品 2,243,393 1,744,966

原材料及び貯蔵品 214,244 182,217

その他 552,583 478,519

流動資産合計 7,796,539 6,978,708

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 783,790 744,757

その他（純額） 957,392 962,914

有形固定資産合計 1,741,183 1,707,671

無形固定資産 22,948 20,346

投資その他の資産   

関係会社株式 842,400 842,400

その他 85,724 55,038

投資その他の資産合計 928,125 897,438

固定資産合計 2,692,256 2,625,457

資産合計 10,488,796 9,604,165

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,319,217 1,969,013

短期借入金 231,250 96,252

1年内返済予定の長期借入金 176,052 211,152

未払法人税等 359,146 1,768

前受金 419,814 1,024,660

賞与引当金 366,435 61,388

役員賞与引当金 39,190 －

その他 353,800 317,580

流動負債合計 4,264,906 3,681,814

固定負債   

長期借入金 362,567 279,373

役員退職慰労引当金 75,541 78,743

資産除去債務 21,773 22,109

その他 95,144 83,325

固定負債合計 555,027 463,550

負債合計 4,819,933 4,145,365
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 963,230 963,230

資本剰余金 1,352,321 1,352,321

利益剰余金 3,365,664 3,158,196

自己株式 △17,255 △17,283

株主資本合計 5,663,960 5,456,464

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,902 2,335

評価・換算差額等合計 4,902 2,335

純資産合計 5,668,862 5,458,800

負債純資産合計 10,488,796 9,604,165

5

㈱タカトリ　（6338）　平成24年９月期　第３四半期決算短信（非連結）



（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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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

売上高 5,398,413 4,849,247

売上原価 4,117,916 3,793,807

売上総利益 1,280,496 1,055,439

販売費及び一般管理費 1,114,214 1,192,125

営業利益又は営業損失（△） 166,282 △136,686

営業外収益   

受取利息 5,740 3,495

受取賃貸料 7,492 7,937

権利金収入 － 15,000

補助金収入 70,059 29,000

その他 18,129 18,089

営業外収益合計 101,421 73,522

営業外費用   

支払利息 3,726 2,626

租税公課 1,527 1,483

投資事業組合運用損 4,558 －

その他 4,039 984

営業外費用合計 13,850 5,093

経常利益又は経常損失（△） 253,852 △68,257

特別利益   

投資有価証券売却益 － 899

特別利益合計 － 899

特別損失   

固定資産除却損 16,241 －

投資有価証券評価損 － 1,331

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 17,112 －

特別損失合計 33,354 1,331

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 220,498 △68,688

法人税、住民税及び事業税 54,249 27,089

法人税等調整額 39,675 △22,094

法人税等合計 93,925 4,994

四半期純利益又は四半期純損失（△） 126,572 △73,683
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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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生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主要な輸出先及び輸出販売高及び構成比は、次のとおりであります。なお、（ ）内は総販売実績に対

する輸出販売高の割合であります。 

４．補足情報

セグメントの名称 

前四半期 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30日） 

当四半期 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

電子機器事業  6,331,502  96.9  5,574,109  95.1  8,488,802  96.6

繊維機器事業  205,789  3.1  287,425  4.9  299,911  3.4

合計  6,537,292  100.0  5,861,535  100.0  8,788,714  100.0

セグメントの名称 

前四半期 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30日） 

当四半期 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

電子機器事業  6,521,802  4,732,881  5,414,268  4,224,081  8,192,370  3,371,634

繊維機器事業  200,800  40,753  297,843  83,284  327,036  72,867

合計  6,722,603  4,773,835  5,712,111  4,307,365  8,519,406  3,444,501

セグメントの名称 

前四半期 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30日） 

当四半期 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

電子機器事業  5,192,623  96.2  4,561,821  94.1  8,224,438  96.5

繊維機器事業  205,789  3.8  287,425  5.9  299,911  3.5

合計  5,398,413  100.0  4,849,247  100.0  8,524,350  100.0

輸出先 

前四半期 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30日） 

当四半期 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

アジア・オセアニア  3,554,683  91.9  2,942,227  88.1  5,654,000  90.7

北米  303,803  7.8  278,560  8.4  473,059  7.6

欧州  11,714  0.3  117,043  3.5  102,158  1.6

その他の地域  635  0.0  －  －  6,845  0.1

合計 
 

（ ％） 

3,870,836

71.7
 100.0

 

（ ％）

3,337,831

68.8
 100.0

 

（ ％） 

6,236,063

73.2
 100.0
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