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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(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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1. 平成21年３月期第２四半期の業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

 (1) 経営成績(累計)

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２四半期 5,682 ─ 896 ─ 924 ─ 551 ─

20年３月期第２四半期 5,340 (12.4) 1,061 ( 4.9) 1,077 ( 6.1) 645 ( 6.6)

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２四半期 8,821 77 8,816 15

20年３月期第２四半期 10,266 11 10,227 83

 (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２四半期 7,439 6,506 87.2 103,936 24

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２四半期 6,484百万円 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 ─ 4,000 00 ─
8,000 00

21年３月期(予想) ─ ─ ─ 4,000 00

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）

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 11,280 （0.1） 2,146 （0.1） 2,174 （0.2） 1,307 （1.4） 20,708 56
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  [(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） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 

 
  

  

※ 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。 
  
  

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

21年３月期第２四半期 63,118株 20年３月期 63,114株

21年３月期第２四半期 731株 20年３月期 ─株

21年３月期第２四半期 62,530株 20年３月期第２四半期 62,895株
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当第２四半期累計期間における業績の概況は以下の通りであります。 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、国際商品価格の急激な高騰による所得の海外流出の加速
で個人消費、住宅投資、設備投資が揃ってマイナスに転じ、加えて米国発の国際金融危機の深刻化を背景
にグローバル不況の様相を呈する中で、世界景気の減速による輸出の停滞が加わり、５年間続いた史上最
長景気に幕を閉じ、景気は後退局面を迎えました。 
電子部品業界におきましても景気後退の影響を受け、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ／ビデオ、

さらには薄型テレビなどのデジタル家電製品などにおいて需要の鈍化が鮮明になってきており、厳しい事
業環境になってきております。 
 当社におきましては、パソコン向けＭＰＵやデジタル機器向けロジックＬＳＩ用などのハイエンドパッ
ケージ基板向けめっき薬品やＤＲＡＭ／ＮＡＮＤ Ｆｌａｓｈなどのメモリー向けパッケージ基板の需要
は比較的堅調に維持できたものの、携帯電話、デジタルカメラ／ビデオ、薄型テレビ向けのフレキシブル
基板、コネクタ向けのめっき薬品については需要が鈍化しました。 
 このような状況のもと、売上高は5,682,844千円（前年同四半期比6.4％増）を計上できましたものの、
営業利益896,481千円（前年同四半期比15.6％減）、経常利益924,130千円（前年同四半期比14.3％減）四
半期純利益551,631千円（前年同四半期比14.6％減）と減益を余儀なくされました。 
・前年同四半期比増減率は参考数値であります。 

  

(１) 当第２四半期会計期間末の財政状態 
当第２四半期会計期間末の総資産残高は7,439,417千円で、前年度末比348,039千円減少いたしました。

これは、現金及び預金が前年度末比110,003千円減少したこと、及び売掛債権が前年度末比195,329千円減
少したことによるものであります。 
負債総額は932,739千円で、前年度末比250,734千円減少いたしました。これは、買掛債務が前年度末比

139,414千円減少したこと、未払法人税等が前年度末比100,174千円減少したことによるものであります。
純資産は6,506,678千円で、前年度末比97,304千円減少いたしました。これは、利益剰余金は前年度末

比299,175千円増加したものの、自己株式の取得241,806千円と評価・換算差額等が166,392千円減少した
ことによるものであります。 
(２) キャッシュ・フローの分析 
当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、494,579千円となりました。こ

れは、税引前四半期純利益を924,130千円計上したものの、法人税等の支払い471,250千円等の減少要因が
あったことによるものであります。 
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49,004千円、及び投資有価証券の取得

53,509千円等により111,589千円のマイナスとなりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い252,456千円、及び自己株式の取得241,806千円

等により492,994千円のマイナスとなりました。 
この結果、現金及び現金同等物の残高は、3,249,923千円と前年度末比で110,004千円減少いたしまし

た。 

  

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。 

  

棚卸資産の評価基準及び評価方法を次のように変更しております。 
・第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月
５日）が適用されたことに伴い、原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更してお
ります。 
この変更に伴う影響はありません。 

  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 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
会計処理基準に関する事項の変更

(2)簡便な会計処理
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(3)四半期財務諸表の作成に特有の会計処理
該当事項はありません。
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 3,250,672 3,360,675 

受取手形及び売掛金 1,800,107 1,995,436 

商品及び製品 124,294 120,694 

原材料及び貯蔵品 254,872 182,606 

その他 74,032 76,409 

流動資産合計 5,503,979 5,735,823 

固定資産 

有形固定資産 132,315 136,124 

無形固定資産 30,896 36,921 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,080,614 1,307,653 

その他 691,611 570,934 

投資その他の資産合計 1,772,226 1,878,588 

固定資産合計 1,935,438 2,051,633 

資産合計 7,439,417 7,787,456 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 302,536 441,950 

未払法人税等 379,751 479,925 

賞与引当金 63,000 60,000 

その他 58,451 84,155 

流動負債合計 803,739 1,066,031 

固定負債 

役員退職慰労引当金 129,000 117,442 

固定負債合計 129,000 117,442 

負債合計 932,739 1,183,473 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,278,156 1,277,498 

資本剰余金 1,021,869 1,021,210 

利益剰余金 4,576,068 4,276,893 

自己株式 △241,806 － 

株主資本合計 6,634,288 6,575,601 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △150,018 16,374 

評価・換算差額等合計 △150,018 16,374 

新株予約権 22,408 12,006 

純資産合計 6,506,678 6,603,982 

負債純資産合計 7,439,417 7,787,456 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 5,682,844 

売上原価 4,278,380 

売上総利益 1,404,463 

販売費及び一般管理費 507,982 

営業利益 896,481 

営業外収益 

受取利息 5,547 

受取配当金 20,479 

その他 2,719 

営業外収益合計 28,745 

営業外費用 

その他 1,096 

営業外費用合計 1,096 

経常利益 924,130 

税引前四半期純利益 924,130 

法人税、住民税及び事業税 372,679 

法人税等調整額 △179 

法人税等合計 372,499 

四半期純利益 551,631 

日本高純度化学株式会社（4973）平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

5



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 924,130 

減価償却費 39,918 

受取利息及び受取配当金 △26,026 

売上債権の増減額（△は増加） 195,328 

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,865 

仕入債務の増減額（△は減少） △139,413 

その他 21,730 

小計 939,803 

利息及び配当金の受取額 26,026 

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 494,579 

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 △49,004 

投資有価証券の取得による支出 △53,509 

その他 △9,075 

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,589 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

株式の発行による収入 1,267 

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 △492,994 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,004 

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 3,249,923 

日本高純度化学株式会社（4973）平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

6



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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成20年４月23日開催の取締役会決議に基づき、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２四半
期累計期間において、株主資本合計が241,806千円減少しております。 

当社は、平成20年４月23日開催の取締役会決議に基づき、剰余金の配当を行った結果、利益剰余金
が252,456千円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

①自己株式の取得

②剰余金の配当
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１．（要約）前中間損益計算書 

（単位：千円） 

 
  

「参考」

前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日）

Ⅰ 売上高 5,340,300

Ⅱ 売上原価 3,813,698

    売上総利益 1,526,602

Ⅲ 販売費及び一般管理費 465,085

    営業利益 1,061,517

Ⅳ 営業外収益 17,435

Ⅴ 営業外費用 1,026

    経常利益 1,077,926

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失 －

    税引前中間純利益 1,077,926

    法人税、住民税及び事業税 439,237

    法人税等調整額 △7,000 432,237

    中間純利益 645,689
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２．（要約）前中間キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  １ 税引前中間純利益 1,077,926

  ２ 減価償却費 33,030

  ３ 株式報酬費用 4,002

  ４ 賞与引当金の増加額 2,600

  ５ 役員退職慰労引当金の増加額 3,992

  ６ 受取利息及び受取配当金 △ 17,071

  ７ 売上債権の増加額 △ 273,836

  ８ たな卸資産の増減（増加は△） 22,481

  ９ 仕入債務の増減額（減少は△） △ 48,524

  10 その他 15,040

    小計 819,642

  11 利息及び配当金の受取額 17,071

  12 法人税等の支払額 △ 432,585

   営業活動によるキャッシュ・フロー 404,127

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  １ 有形固定資産の取得による支出 △ 16,562

  ２ 無形固定資産の取得による支出 △ 14,430

  ３ 投資有価証券の取得による支出 △ 102,054

  ４ 定期預金の純増減額（増加は△） △ 1

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 133,048

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  １ 株式の発行による収入 52,552

  ２ 配当金の支払額 △ 188,496

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 135,943

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（減少は△） 135,135

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中間期末残高 3,136,667
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