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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 経営成績
(％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 ％

21年３月期第１四半期 2,917 ─ 542 ─ 565 ─ 339 ─

20年３月期第１四半期 2,680 (12.0) 518 (△0.4) 529 (1.5) 320 (2.0)

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

21年３月期第１四半期 5,403 92 5,401 97

20年３月期第１四半期 5,093 41 5,072 36

　(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

21年３月期第１四半期 7,349 6,475 87.9 103,542 28

20年３月期 7,787 6,603 84.6 104,445 56
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 6,459百万円 20年３月期 6,591百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ 4,000 00 ─ 4,000 00 8,000 00

21年３月期 ─
8,000 00

21年３月期(予想) 4,000 00 ─ 4,000 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期累計期間 5,270 ─ 971 ─ 985 ─ 593 ─ 9,395 70

通期 11,280 ( 0.1) 2,146 ( 0.1) 2,174 ( 0.2) 1,307 ( 1.4) 20,708 56
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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4. その他

(1) 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 ： 有

　 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(2) 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（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もの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、３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) 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）

21年３月期第１四半期 63,114株 20年３月期 63,114株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 731株 20年３月期 ─株

　③ 期中平均株式数（四半期累計期間）

21年３月期第１四半期 62,818株 20年３月期第１四半期 62,844株

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する
会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」
に従い四半期財務諸表を作成しております。

・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、多分に不確定な要素
を含んでおります。実際の実績等は業績変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
当第１四半期業績の概況は以下の通りであります。

電子部品業界におきましては、パソコン、携帯電話、さらには薄型テレビなどのデジタル家電製品におい
て需要が鈍化してきており、厳しい事業環境になりつつあります。
　当社におきましては、パソコン向けＭＰＵ、ＤＲＡＭ、ＮＡＮＤ Ｆｌａｓｈ用などのパッケージ基板向け
めっき薬品の需要は堅調に推移しました。携帯電話、デジタルカメラ、薄型テレビ用のマザーボード、フレ
キシブル基板、コネクタ向けめっき薬品については、国内、海外市場とも鈍化傾向にありましたが、中国市
場において北京オリンピックを控えた前倒し注文により需要が大きく増加しました。
　その結果、売上高は2,917,182千円、営業利益は542,396千円、経常利益は565,484千円、第1四半期純利益
は339,463千円となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
(１) 当第１四半期末の財政状態
当第１四半期末の総資産額は7,349,982千円となり、前期末比437,473千円の減少となりました。

　流動資産の残高は5,216,447千円となり、前期末比519,375千円の減少となりました。これは主に現金及び
預金の減少379,470千円、売上債権が61,044千円減少したこと等によるものであります。
固定資産の残高は2,133,534千円となり、前期末比81,901千円の増加となりました。これは主に投資有価証

券の取得54,850千円及び有形固定資産の取得によるものであります。
当第１四半期末の負債総額は874,696千円となり、前期末比308,776千円の減少となりました。
流動負債の残高は750,916千円となり、前期末比315,114千円減少しました。主な内容としましては未払法

人税等が納税により283,272千円減少したことによるものであります。
固定負債の残高は123,780千円となり、前期末比6,337千円増加しました。
当第１四半期末における純資産は6,475,285千円となり、前期末比128,696千円減少しました。当第１四半

期純利益の計上及び配当金の支払等によって利益剰余金は87,007千円増加しましたが、自己株式241,806千円
の取得による減少要因によるものであります。
(２) キャッシュ・フローの分析
当第１四半期における現金同等物は2,980,457千円と前期末比379,470千円の減少となりました。

　営業活動におけるキャッシュ・フローは税引前第１四半期純利益565,484千円、売上債権の減少61,044千
円、たな卸資産の減少41,961千円等による増加要因に対し、法人税等の支払471,250千円等による減少要因に
より221,646千円の増加となりました。
　投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得46,618千円及び投資有価証券の取得54,850千円
等により106,854千円の支出となりました。
　財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払252,456千円と自己株式の購入241,806千円等で494,262
千円の支出となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年４月23日の決算発表時の業績予想から変更しており

ません。

4. その他
(1) 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

実地棚卸や棚卸の評価の方法などについて、一部簡便的な方法を採用しております。

(2) 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
①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表
等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を当第１四半期会計期間から適用し、評価
基準について従来は、貴金属は低価法、貴金属以外の製品・原材料・貯蔵品は原価法を採用しておりま
したが、原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。
これによる損益に与える影響はありません。
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日本高純度化学株式会社(4973)平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,981,205 3,360,675

受取手形及び売掛金 1,934,391 1,995,436

製品 105,007 120,694

原材料 155,177 181,451

その他 40,665 77,565

流動資産合計 5,216,447 5,735,823

固定資産

有形固定資産 144,327 136,124

無形固定資産 32,528 36,921

投資その他の資産 1,956,678 1,878,588

固定資産合計 2,133,534 2,051,633

資産合計 7,349,982 7,787,456

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 424,330 441,950

未払法人税等 196,652 479,925

引当金 31,500 60,000

その他 98,433 84,155

流動負債合計 750,916 1,066,031

固定負債

引当金 123,780 117,442

固定負債合計 123,780 117,442

負債合計 874,696 1,183,473

純資産の部

株主資本

資本金 1,277,498 1,277,498

資本剰余金 1,021,210 1,021,210

利益剰余金 4,363,900 4,276,893

自己株式 △241,806 －

株主資本合計 6,420,803 6,575,601

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 38,474 16,374

評価・換算差額等合計 38,474 16,374

新株予約権 16,008 12,006

純資産合計 6,475,285 6,603,982

負債純資産合計 7,349,982 7,787,456
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,917,182

売上原価 2,137,498

売上総利益 779,683

販売費及び一般管理費 237,286

営業利益 542,396

営業外収益

受取利息 2,900

受取配当金 18,398

その他 2,835

営業外収益合計 24,134

営業外費用

その他 1,046

営業外費用合計 1,046

経常利益 565,484

税引前四半期純利益 565,484

法人税、住民税及び事業税 193,312

法人税等調整額 32,708

法人税等合計 226,021

四半期純利益 339,463

― 5 ―

決算短信 2008年07月22日 14時44分 06174xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）



日本高純度化学株式会社(4973)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20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 565,484

減価償却費 19,349

受取利息及び受取配当金 △21,298

売上債権の増減額（△は増加） 61,044

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,961

仕入債務の増減額（△は減少） △17,619

その他 22,676

小計 671,598

利息及び配当金の受取額 21,298

法人税等の支払額 △471,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 221,646

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 △46,618

投資有価証券の取得による支出 △54,850

その他 △5,386

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △241,806

配当金の支払額 △252,456

財務活動によるキャッシュ・フロー △494,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △379,470

現金及び現金同等物の期首残高 3,359,927

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,980,457
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期会計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）
　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

当社は、平成20年４月23日開催の取締役会決議により、平成20年４月24日から平成20年６月11日の期間
において、市場から731株241,806千円の自己株式を取得いたしました。
　この結果、当第１四半期会計期間において、株主資本合計が241,806千円の減少となっております。
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「参考」

１．（要約）四半期損益計算書

（単位：千円）

科  目 平成20年３月期第１四半期

金  額

Ⅰ 売上高 2,680,399

Ⅱ 売上原価 1,937,511

　売上総利益 742,888

Ⅲ 販売費及び一般管理費 224,750

　営業利益 518,137

Ⅳ 営業外収益 11,332

Ⅴ 営業外費用 372

　経常利益 529,097

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 ―

　税引前四半期（当期） 純利益 529,097

　税金費用 209,007

　四半期（当期）純利益 320,090

２．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

平成20年3月期第１四半期

区  分 金  額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税引前四半期（当期）純利益 529,097

　 減価償却費 18,555

　 売上債権の増加額 △180,391

　 たな卸資産の増減額（△は増加） 27,778

　 仕入債務の増加額 7,650

　 その他 18,830

　小  計 421,520

　 法人税等の支払額 △436,983

　 その他 10,848

　営業活動によるキャッシュ・フロー △4,615

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有形固定資産の取得 △14,574

　 無形固定資産の取得 △12,600

　 投資有価証券の取得 △101,054

　投資活動によるキャッシュ・フロー △128,228

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 配当金の支払額 △188,496

　 その他 8,165

　財務活動によるキャッシュ・フロー △180,330

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △313,174

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,001,532

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,688,357
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