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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 8,730 ― 302 ― 499 ― 423 ―

20年3月期第1四半期 9,109 △22.4 348 △59.9 543 △49.9 275 △55.2

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 12.10 12.09
20年3月期第1四半期 7.87 7.86

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 55,693 42,592 76.3 1,214.13
20年3月期 55,248 42,847 77.4 1,221.91

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  42,484百万円 20年3月期  42,757百万円

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

（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 ― ― ― 18.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 13.00 13.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

当資料記載の業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であるとする前提に基づいております。実際の業績につきましては今後のさまざまな要
因によって異なる結果となる可能性が有ります。  

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2四半期連結累計期間 20,300 ― 1,050 ― 1,250 ― 700 ― 20.00
通期 41,800 2.7 2,200 △4.9 2,550 △9.8 1,500 34.0 42.87

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  無  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報】４．その他をご覧下さい。  

(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） 

当連結会計年度より「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「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
（注）詳細は、２ページ【定性的情報】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  34,992,124株 20年3月期  36,549,629株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  254株 20年3月期  1,557,505株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  34,991,982株 20年3月期第1四半期  34,991,830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 1 四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとした原材料価格の高騰や金

融不安に端を発した米国経済減速の影響等により企業収益が下降局面へ転じ、個人消費や設備投

資において力強さを欠くなど、景気の先行きに対する不透明感が強まってまいりました。 
このような状況のもと、当社グループは、経営資源を電子材料分野に集中し売上の増大を図る

とともにコスト削減に努めてまいりました。 
当第 1 四半期連結会計期間の業績は、売上高につきましては、87 億 30 百万円となりました。

損益面につきましては、営業利益 3 億 2 百万円、経常利益 4 億 99 百万円、四半期純利益 4 億 23
百万円となりました。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1 四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ 4 億 44 百万円増加の 556 億 93 百万

円となりました。これは、主に生産増強に伴う設備投資による有形固定資産の増加によります。 
負債合計は、前期末に比べ 6 億 99 百万円増加の 131 億円となりました。これは、主に設備投

資に伴う支払債務の増加によります。 
純資産合計は、前期末に比べ 2 億 54 百万円減少の 425 億 92 百万円となりました。これは、主

に配当実施に伴う利益剰余金の減少などによります。 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績の見通しにつきましては、原材料価格の高騰や米国経済減速の影響が懸念されます。 
当社グループは、引き続き経営資源を電子材料分野に集中し売上の増大を図るとともにコスト

削減に努めてまいります。 
業績予想（平成 20 年 4 月 25 日発表）の見直しは行っておりません。 

 
４．その他 
（1） 期中における重要な子会社の異動（連結の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 

税金費用については、当第１四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

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しております。法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算

項目を重要なものに限定する方法によっております。なお、法人税等調整額は、法人税等に

含めて表示しております。 
（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 

① 当連結会計年度より「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
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ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
② 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号

（平成５年６月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改正））が平成 20 年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を適用しております。 
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５．四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）  

 

当第１四半期連結会計期間末

 

（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,514,165 5,871,007

受取手形及び売掛金 9,024,158 10,228,577

商品 121,837 112,068

製品 232,724 222,183

半製品 3,373,290 3,022,017

原材料 1,862,846 2,085,035

仕掛品 1,567,473 1,594,233

その他 1,361,248 1,318,285

貸倒引当金 △77,413 △68,900

流動資産合計 22,980,332 24,384,509

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,400,612 7,537,094

機械装置及び運搬具（純額） 5,579,636 5,813,344

その他（純額） 4,948,911 2,710,876

有形固定資産合計 17,929,161 16,061,314

無形固定資産 

のれん 83,054 87,940

その他 110,921 119,842

無形固定資産合計 193,975 207,782

投資その他の資産   

投資有価証券 13,823,130 13,947,008

その他 1,133,857 910,185

貸倒引当金 △367,326 △262,489

投資その他の資産合計 14,589,661 14,594,705

固定資産合計 32,712,797 30,863,802

資産合計 55,693,130 55,248,312
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（単位：千円）  

 

当第１四半期連結会計期間末

 

（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約

連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,378,491 8,815,516

短期借入金 349,000 390,000

未払法人税等 157,855 135,216

賞与引当金 813,196 572,749

役員賞与引当金 1,887 8,549

その他 4,247,207 2,317,687

流動負債合計 12,947,638 12,239,718

固定負債   

退職給付引当金 27,908 27,773

その他 125,236 133,795

固定負債合計 153,145 161,569

負債合計 13,100,783 12,401,288

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,117,253 7,117,253

資本剰余金 6,229,282 6,229,282

利益剰余金 28,707,960 32,126,042

自己株式 △189 △3,211,749

株主資本合計 42,054,307 42,260,829

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 513,424 434,965

為替換算調整勘定 △83,039 61,604

評価・換算差額等合計 430,384 496,569

新株予約権 107,655 89,625

純資産合計 42,592,347 42,847,024

負債純資産合計 55,693,130 55,248,312
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（2）四半期連結損益計算書 

【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）  

 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

売上高 8,730,037

売上原価 7,516,863

売上総利益 1,213,173

販売費及び一般管理費 910,740

営業利益 302,433

営業外収益 

受取利息 5,085

受取配当金 17,509

持分法による投資利益 122,238

為替差益 59,786

受取技術料 53,100

その他 36,645

営業外収益合計 294,364

営業外費用 

支払利息 1,313

支払補償費 44,015

貸倒引当金繰入額 23,787

その他 28,617

営業外費用合計 97,733

経常利益 499,064

特別利益 

固定資産売却益 383

投資有価証券売却益 84,054

その他 4,482

特別利益合計 88,921

特別損失 

固定資産売却損 486

たな卸資産評価損 3,970

投資有価証券評価損 14,856

その他 2,474

特別損失合計 21,787

税金等調整前四半期純利益 566,198

法人税、住民税及び事業税 142,672

法人税等合計 142,672

四半期純利益 423,525
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（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）  

 

当第１四半期連結累計期間 

（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 

税金等調整前四半期純利益 566,198

減価償却費 558,955

のれん償却費 4,885

株式報酬費用 18,029

貸倒引当金の増減額（△は減少） 113,350

賞与引当金の増減額（△は減少） 240,447

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,662

受取利息及び受取配当金 △22,594

支払利息 1,313

為替差損益（△は益） △65,815

持分法による投資損益（△は益） △122,238

持分変動損益（△は益） △4,476

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △84,054

投資有価証券評価損益（△は益） 19,927

売上債権の増減額（△は増加） 1,027,606

たな卸資産の増減額（△は増加） △122,399

仕入債務の増減額（△は減少） △1,437,024

未払消費税等の増減額（△は減少） 82,002

その他の資産の増減額（△は増加） 210

その他の負債の増減額（△は減少） 134,688

その他 470

小計 902,821

利息及び配当金の受取額 219,518

利息の支払額 △700

法人税等の支払額 △124,029

営業活動によるキャッシュ・フロー 997,609

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 20,000

有形固定資産の取得による支出 △764,284

有形固定資産の売却による収入 2,522

投資有価証券の取得による支出 △667

投資有価証券の売却による収入 1,536

貸付けによる支出 △86,892

その他 72

投資活動によるキャッシュ・フロー △827,713
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（単位：千円）  

 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 △41,000

配当金の支払額 △503,786

その他 △365

財務活動によるキャッシュ・フロー △545,152

現金及び現金同等物に係る換算差額 38,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △336,841

現金及び現金同等物の期首残高 4,856,007

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,519,165
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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結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 

該当事項はありません。 

 
（5）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

工業用素材等製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 アジア地域 北米地域 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,746,043 27,452 7,063 2,780,559 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 8,730,037 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割

合（％） 
31.5 0.3 0.1 31.9 

（注）１．地域は地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は下記のとおりであります。 

アジア地域  韓国、中国、台湾、マレーシア等 

北米地域   米国、カナダ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域に対する売上高（間接輸出を含む）であり

ます。 

 

（6）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。 
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「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表 

（1）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（単位：千円） 

前年同四半期 

（平成20年３月期 

第１四半期） 科  目 

金 額 

Ⅰ 売上高 9,109,115

Ⅱ 売上原価 8,001,056

売上総利益 1,108,058

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

１．運賃梱包費 152,888

２．給料手当 147,676

３．賞与引当金繰入額 40,982

４．役員賞与引当金繰入額 2,132

５．退職給付引当金繰入額 9,269

６．貸倒引当金繰入額 20,564

７．その他 385,887

販売費及び一般管理費合計 759,402

営業利益 348,655

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息 7,841

２．受取配当金 17,930

３．持分法による投資利益 166,851

４．為替差益 49,412

５．その他 57,852

営業外収益合計 299,888

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 571

２．たな卸資産廃棄損 17,557

３．貸倒引当金繰入額 55,790

４．その他 31,565

営業外費用合計 105,485

経常利益 543,059
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（単位：千円） 

前年同四半期 

（平成20年３月期 

第１四半期） 科  目 

金 額 

Ⅵ 特別利益 

１．固定資産売却益 2,000

２．その他 1,247

特別利益合計 3,247

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産除却損 130

２．たな卸資産廃棄損 1,074

３．その他 5,145

特別損失合計 6,350

税金等調整前四半期純利益 539,956

法人税等 264,582

四半期純利益 275,373
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（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（単位：千円） 

 

当四半期 

（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 
 

税金等調整前四半期純利益 539,956 

減価償却費 582,617 

株式報酬費用 10,386 

持分法による投資利益 △166,851 

投資有価証券売却益 △254 

固定資産売却益 △2,000 

有形固定資産除却損 130 

投資有価証券等評価損 6,309 

為替差益 △31,278 

賞与引当金の増加額 231,676 

役員賞与引当金の減少額 △9,419 

退職給付引当金の増加額 323 

貸倒引当金の増加額 76,253 

受取利息及び受取配当金 △25,772 

支払利息 571 

売上債権の増加額 △867,665 

たな卸資産の減少額 233,920 

仕入債務の増加額 242,143 

未払消費税等の減少額 △11,388 

その他資産の減少額 83,310 

その他負債の増加額 83,784 

その他 △240 

小計 976,513 

利息及び配当金の受取額 234,548 

利息の支払額 △571 

法人税等の支払額 △381,309 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
829,180 
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（単位：千円） 

 

当四半期 

（平成20年３月期 

第１四半期） 

区  分 金 額 

Ⅱ 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 500,000 

有形固定資産の取得による

支出 
△710,623 

有形固定資産の売却による

収入 
2,000 

無形固定資産の取得による

支出 
△23,050 

投資有価証券の取得による

支出 
△538,814 

投資有価証券の売却による

収入 
4,733 

貸付による支出 △27,599 

貸付金の回収による収入 120 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
△793,234 

  

Ⅲ 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 △379 

配当金の支払額 △645,189 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
△645,568 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換

算差額 
6,897 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △602,725 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残

高 
4,057,698 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期

末残高 
3,454,972 

 

 

 


