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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 21,125 ― 2,376 ― 2,423 ― 1,656 ―

20年3月期第2四半期 21,035 14.1 2,552 △20.1 2,619 △19.9 1,606 △28.1

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 56.01 55.98
20年3月期第2四半期 54.25 54.01

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 53,312 44,317 82.7 1,511.50
20年3月期 55,233 44,536 80.3 1,494.39

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  44,093百万円 20年3月期  44,341百万円

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 ― 20.00 ― 23.00 43.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 23.00 43.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 40,090 △6.0 3,640 △30.3 3,760 △28.9 2,450 △24.6 84.23

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  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。  

(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） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．平成20年５月９日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期については本資料において修正しております。 
２．本資料に^掲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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、３ページ「定性的情報・財務諸表 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．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。  

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2四半期  30,699,500株 20年3月期  30,699,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,527,650株 20年3月期  1,027,476株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  29,583,711株 20年3月期第2四半期  29,612,414株



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２四半期連結累計期間においては、米国サブプライムローンに端を発した世界的な金融市場の混乱や、原油、

原材料価格の高騰により、わが国経済は一段と混迷の度を深め不安定な状況に陥り、企業業績に大きな影響を及ぼし

つつあります。

　このような環境下において半導体市場は、携帯電話や携帯音楽用端末、高性能パソコンや薄型ＴＶなどデジタル家

電製品の販売は堅調に推移したものの、ＤＲＡＭやフラッシュメモリーについては価格下落による収益悪化で生産調

整の動きも見られ、第２四半期後半においては、大手ファンドリーにおいても一部稼働率の低下がみられました。

　当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、特に第２四半期後半の半導体市況の不透明

感から、顧客による生産調整が開始され、またコストダウンへの取り組みが強化されました。その影響を受けてラッ

ピング材の売上は2,453百万円（前年同期比9.3％減）と大幅な減少となりました。ポリシング材は顧客の高品質化の

ニーズに支えられ、引き続きファイナルポリシング向け用途のみならず前工程となるエッジポリシング用途などの拡

大から堅調に推移し、6,281百万円（前年同期比7.2％増）となりました。その結果、シリコンウェハー向け製品全体

では8,735百万円（前年同期比2.0％増）となりました。

　半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるＣＭＰ（化学的機械的平坦化）向け製品につきまして

は、新製品の採用の前倒しにより国内外のデバイスメーカーへの出荷は堅調に推移したものの、一部顧客のフラッシュ

メモリーのプロセスの変更による影響や、ＤＲＡＭの次世代製造プロセスへの移行の遅れがあり、売上高は4,833百万

円（前年同期比7.5％減）となりました。

　ハードディスク向け製品につきましては、特にガラス基板向けにおいてパソコンや家電製品への搭載を背景とした

高記憶容量化ニーズに支えられ大幅な増加となり、ハードディスク向け製品全体の売上高は2,067百万円（前年同期比

6.3％増）となりました。

　ワイヤーソー向け製品につきましては、特に太陽電池用シリコンの切断向けが引き続き好調に推移したことから、

売上高は1,473百万円（前年同期比11.4％増）となりました。

　水晶デバイスに用いられる人工水晶研磨用製品につきましては、部品の小型化・薄型化の進展、競合先との価格競

争の影響もありましたが、売上高は363百万円（前年同期比10.0％増）となりました。

　溶射材は、主力となるサーメット溶射材を中心に、高度な粉末加工技術を活かした製品の拡販に努めましたが、鉄

鋼・半導体などの業界需要低迷により、売上高は539百万円（前年同期比0.5％増）にとどまりました。

　商品につきましては、機械等の転売品の売上減などにより、売上高は613百万円（前年同期比7.2％減）となりまし

た。        

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は21,125百万円（前年同期比0.4％増）、うち製品売上高は

20,512百万円（前年同期比0.7％増）となりました。しかしながら、原材料の高騰によって製造費用が増加したことな

どから、営業利益は2,376百万円（前年同期比6.9％減）、経常利益は2,423百万円（前年同期比7.5％減）、四半期純

利益は1,656百万円（前年同期比3.1％増）となりました。

　部門別の業績は次のとおりであります。

　①　研磨材

　半導体市場におけるシリコンウェハー用ラッピング材「ＦＯ」（アルミナ質研磨材）の売上高は減少したものの、

太陽電池用シリコンの切断用「ＧＣ」（炭化けい素質研磨材）が好調に推移した結果、研磨材の売上高は5,886百万円

（前年同期比0.8％増）となりました。

　②　鏡面仕上材

　シリコンウェハー用ポリシング材「ＧＬＡＮＺＯＸ」（シリカ系鏡面仕上材）は高品質化ニーズを背景に、売上高

は増加いたしましたが、ＣＭＰスラリー「ＰＬＡＮＥＲＬＩＴＥ」（シリカ系鏡面仕上材）において一部顧客のプロ

セス変更等の影響を受け売上高は減少いたしました。この結果、鏡面仕上材の売上高は13,361百万円（前年同期比

5.1％減）となりました。

　③　その他の製品ならびに商品

　その他の製品につきましては、需要低迷の影響を受け、その他製品ならびに商品の売上高は全体として1,877百万円

（前年同期比7.0％減）となりました。



２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ1,921百万円減少し、53,312百万円とな

りました。これは主に、有価証券が1,617百万円減少したこと及び有形固定資産が減価償却費の増加により924百万円

減少したこと等によるものです。　

　負債総額は、前連結会計年度末に比べ1,702百万円減少し、8,994百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が326百万円減少したこと及び流動負債その他が1,199百万円減少したこと等によるものです。

　また、純資産は前連結会計年度末に比べ218百万円減少し、44,317百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

974百万円増加したものの、為替換算調整勘定が435百万円減少し、自己株式の取得による減少要因が754百万円あった

ことによるものです。

　キャッシュ・フローの状況については、営業活動により得られた資金は、2,420百万円となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益（2,309百万円）や減価償却費（1,562百万円）等プラス項目が、仕入債務の減少額（206百

万円）、たな卸資産の増加額（779百万円）や法人税等の支払額（922百万円）等のマイナス項目を上回ったためであ

ります。　

　投資活動により支出した資金は、1,943百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出（1,916

百万円）等によるものであります。　

　財務活動により支出した資金は、1,620百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による支払額（754百万

円）及び配当金の支払額（682百万円）等によるものであります。　

　以上の結果、現金及び現金同等物のの残高は、前連結会計年度末に比べ1,277百万円減少し、8,452百万円となりま

した。　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の見通しにつきましては、米国サブプライム問題やそれに起因する金融・為替市場の混乱等の影響が懸念され、

予断を許さない状況が見込まれます。

　当社グループとしましては、世界的な需要の減退に対し、原材料調達の多様化や製造工程の改善による歩留り向上

等の原価低減に加えて、経費節減に注力してまいります。

　このような状況を踏まえ、平成21年３月期の業績を次のように予想いたします。

 

　【連結通期業績予想】                                                （単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 46,280 5,840 5,900 3,660

今回修正予想（Ｂ） 40,090 3,640 3,760 2,450

増減額（Ｂ－Ａ） △6,190 △2,200 △2,140 △1,210

増減率（％） △13.4 △37.7 △36.3 △33.1

前期（平成20年３月期）実績 42,630 5,226 5,289 3,249

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）

　該当事項はありません。

　なお、連結子会社である株式会社インターオプテックは、平成20年11月４日開催の同社臨時株主総会において、

解散及び特別清算することについて決議いたしました。

（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

　簡便な会計処理　

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。　　　

２．法人税等の算定方法

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や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。　



（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．たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７

月５日　企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

155,720千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

４.　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかか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、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、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リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては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。

　この変更による損益への影響はありません。

（追加情報）

　 　当社の溶射材事業部及び連結子会社株式会社インターオプテックの機械装置については、従来耐用年数をそれ

ぞれ15年及び７年としておりましたが、第１四半期連結会計期間よりそれぞれ９年及び５年に変更いたしまし

た。

　この変更は、平成20年度税制改正を契機として資産の利用状況を見直した結果、耐用年数を変更しておりま

す。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、20,760千円

減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。　



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 6,649,531 6,307,639

受取手形及び売掛金 11,662,081 12,195,124

有価証券 1,603,706 3,221,174

商品 34,638 51,338

製品 4,101,953 3,823,459

原材料 2,785,797 2,545,851

仕掛品 1,146,100 1,083,492

貯蔵品 340,440 238,165

その他 1,147,716 1,294,249

貸倒引当金 △14,415 △12,554

流動資産合計 29,457,548 30,747,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,848,788 9,018,393

その他（純額） 10,682,882 11,437,709

有形固定資産合計 19,531,671 20,456,102

無形固定資産 391,263 425,596

投資その他の資産   

投資有価証券 261,122 314,478

その他 3,678,949 3,298,054

貸倒引当金 △8,300 △8,400

投資その他の資産合計 3,931,771 3,604,133

固定資産合計 23,854,706 24,485,832

資産合計 53,312,255 55,233,774



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 4,859,534 5,185,977

短期借入金 542,742 720,189

未払法人税等 853,221 793,382

賞与引当金 580,498 570,360

役員賞与引当金 24,797 －

その他 1,684,579 2,884,136

流動負債合計 8,545,374 10,154,045

固定負債   

長期借入金 345,865 429,541

退職給付引当金 80,677 89,851

その他 22,812 23,864

固定負債合計 449,355 543,257

負債合計 8,994,730 10,697,303

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,753,438 4,753,438

資本剰余金 5,070,049 5,070,049

利益剰余金 36,319,222 35,344,694

自己株式 △2,104,332 △1,349,390

株主資本合計 44,038,377 43,818,791

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,988 80,372

為替換算調整勘定 6,861 442,430

評価・換算差額等合計 54,849 522,802

新株予約権 27,640 11,056

少数株主持分 196,657 183,820

純資産合計 44,317,525 44,536,470

負債純資産合計 53,312,255 55,233,774



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 21,125,897

売上原価 14,782,332

売上総利益 6,343,564

販売費及び一般管理費 3,967,073

営業利益 2,376,491

営業外収益  

受取利息 49,714

受取配当金 2,960

その他 41,860

営業外収益合計 94,535

営業外費用  

支払利息 26,184

為替差損 8,847

その他 12,988

営業外費用合計 48,019

経常利益 2,423,007

特別利益  

固定資産売却益 45

特別利益合計 45

特別損失  

固定資産除却損 10,489

減損損失 15,973

子会社事業撤退損 86,922

特別損失合計 113,385

税金等調整前四半期純利益 2,309,667

法人税、住民税及び事業税 965,749

法人税等調整額 △335,497

法人税等合計 630,252

少数株主利益 22,551

四半期純利益 1,656,863



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 10,355,747

売上原価 7,372,170

売上総利益 2,983,576

販売費及び一般管理費 1,951,044

営業利益 1,032,532

営業外収益  

受取利息 27,947

受取配当金 87

その他 26,017

営業外収益合計 54,052

営業外費用  

支払利息 12,418

為替差損 19,653

その他 10,870

営業外費用合計 42,942

経常利益 1,043,642

特別損失  

固定資産除却損 6,188

減損損失 15,973

子会社事業撤退損 86,922

特別損失合計 109,085

税金等調整前四半期純利益 934,557

法人税、住民税及び事業税 614,447

法人税等調整額 △491,634

法人税等合計 122,813

少数株主利益 11,461

四半期純利益 800,283



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 2,309,667

減価償却費 1,562,990

長期前払費用償却額 6,923

子会社事業撤退損 86,922

減損損失 15,973

株式報酬費用 16,584

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,189

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,174

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 24,829

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,225

受取利息及び受取配当金 △52,675

支払利息 26,184

為替差損益（△は益） 7,421

固定資産売却損益（△は益） △45

固定資産除却損 10,489

売上債権の増減額（△は増加） 389,030

仕入債務の増減額（△は減少） △206,177

たな卸資産の増減額（△は増加） △779,856

未払金の増減額（△は減少） △712

その他の資産・負債の増減額 △152,081

小計 3,268,708

利息及び配当金の受取額 55,906

補助金収入 45,392

利息の支払額 △26,548

法人税等の支払額 △922,510

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,420,949

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 △1,916,306

有形固定資産の売却による収入 112

投資有価証券の取得による支出 △1,675

貸付けによる支出 △69

貸付金の回収による収入 1,619

無形固定資産の取得による支出 △26,041

投資その他の資産の増減額（△は増加） △884

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,943,244



（単位：千円）

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

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △127,176

長期借入金の返済による支出 △55,513

自己株式の取得による支出 △754,941

配当金の支払額 △682,456

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,620,087

現金及び現金同等物に係る換算差額 △135,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,277,384

現金及び現金同等物の期首残高 9,729,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,452,435



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　　　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の研磨材及

びその他の製品を製造・販売しておりますが、その他の製品は重要性がないため、事業の種類別セグメント情報

は記載しておりません。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（千円）

欧州 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

（1）外部顧客に対す

る売上高
7,292,436 1,500,579 845,551 717,179 10,355,747 － 10,355,747

（2）セグメント間の

内部売上高
1,176,592 365,814 65,788 － 1,608,194 (1,608,194) －

計 8,469,028 1,866,394 911,339 717,179 11,963,942 (1,608,194) 10,355,747

営業利益 1,034,988 67,707 134,952 39,525 1,277,174 (244,641) 1,032,532

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（千円）

欧州 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

（1）外部顧客に対す

る売上高
15,014,301 2,967,775 1,697,531 1,446,289 21,125,897 － 21,125,897

（2）セグメント間の

内部売上高
2,403,763 706,853 175,089 － 3,285,706 (3,285,706) －

計 17,418,065 3,674,628 1,872,620 1,446,289 24,411,603 (3,285,706) 21,125,897

営業利益 2,271,109 167,994 262,966 90,926 2,792,997 (416,505) 2,376,491

　（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米……アメリカ　　　アジア……マレーシア　　　欧州……イギリス、ドイツ

３．会計方針の変更

　（たな卸資産の評価に関する会計基準）

　「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」（1）に記載のとおり、通常の販売

目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「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、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」で155,720千円減少しております。



４．追加情報

　「追加情報」に記載のとおり、当社の溶射材事業部及び国内連結子会社の株式会社インターオプテック

の機械装置については、従来、耐用年数をそれぞれ15年及び７年としておりましたが、第１四半期連結会

計期間よりそれぞれ９年及び５年に変更いたしました。この変更は、平成20年度税制改正を契機として資

産の利用状況を見直したことによるものであります。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当

第２四半期累計期間の営業利益は、「日本」で20,760千円減少しております。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,502,084 3,038,598 888,624 5,429,307

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 10,355,747

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
14.5 29.3 8.6 52.4

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,871,871 6,314,235 1,752,441 10,938,549

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 21,125,897

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
13.6 29.9 8.3 51.8

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

（1）北米………米国、カナダ

（2）アジア……台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国

（3）欧州………英国、デンマーク、ドイツ

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おける売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、当第２四半期連結会計期間において、取締役会決議に基づき、自己株式を500千株、754,671千円を取

得いたしました。なお、当第２四半期連結会計期間末における自己株式は1,527千株、2,104,332千円となってお

ります。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区　　　分 金　額（千円） 百分比
（％）

Ⅰ　売上高 21,035,233 100.0

Ⅱ　売上原価 14,491,146 68.9

売上総利益 6,544,087 31.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,991,498 19.0

営業利益 2,552,588 12.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 47,035

２．受取配当金 2,841

３．廃棄物処分益 15,447

５．その他 23,975 89,299 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 16,198

２．減価償却費 4,271

３．為替差損 972

４．その他 921 22,363 0.1

経常利益 2,619,524 12.4

Ⅵ　特別損失

１．前期損益修正損 8,000

２．固定資産除売却損 38,636

３．海外子会社過年度販売
税延滞金 480

４．その他 － 47,117 0.2

税金等調整前中間（当
期）純利益 2,572,406 12.2

法人税、住民税及び事
業税 942,215

法人税等調整額 15,826 958,041 4.6

少数株主利益 7,522 0.0

中間（当期）純利益 1,606,842 7.6



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区　　　分 金　額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間
（当期）純利益

2,572,406

減価償却費 1,285,291

長期前払費用償却費 6,923

のれん償却額 16,494

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

△2,795

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

△367

賞与引当金の増減額
（減少：△）

27,253

役員賞与引当金の増
減額（減少：△）

20,000

受取利息及び受取配
当金

△49,877

支払利息 16,198

為替差損益
（益：△）

△6,635

有形固定資産除売却
損

38,450

無形固定資産除売却
損

185

売上債権増減額
（増加：△）

△296,950

仕入債務増減額
（減少：△）

20,391

たな卸資産増減額
（増加：△）

△494,510

未払金増減額
（減少：△）

△41,337

未払消費税増減額
（減少：△）

△12,713

その他の資産負債の
増減額（増加：△）

19,615

小　　計 3,118,023

利息及び配当金の受
取額

53,167

新規産業補助金収入 23,696

利息の支払額 △14,900

法人税等の支払額 △1,290,242

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,889,743



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区　　　分 金　額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金預入による
支出

△500,000

定期預金払戻による
収入

500,000

有価証券の取得によ
る支出

△99,410

有形固定資産取得に
よる支出

△3,479,275

投資有価証券の取得
による支出

△1,432

貸付等による支出 △15,000

貸付等回収による収
入

15,504

無形固定資産取得に
よる支出

△49,899

その他の投資の取得
による支出

△1,493

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,631,006

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増減
額（減少：△）

607,515

長期借入金の返済
による支出

△522

自己株式の取得及び
売却による収支（純
額）

48,189

親会社による配当金
の支払額

△680,619

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△25,437

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

103,531

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

△1,663,168

Ⅵ  新規連結に伴う現金
及び現金同等物の増加

－

Ⅶ　現金及び現金同等物の
期首残高

11,785,133

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

10,121,964



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　当中間連結会計期間及び前連結会計年度において当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等

の類似性から判断して、同種・同系列の研磨材及びその他の製品を製造・販売しておりますが、その他の製品は

重要性がないため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

日　本
（千円）

北　米
（千円）

アジア
（千円）

欧州 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連　結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
14,653,451 3,351,040 1,607,218 1,423,523 21,035,233 － 21,035,233

(2）セグメント間の

内部売上高
2,700,174 705,103 233,724 － 3,639,001 (3,639,001) －

計 17,353,625 4,056,144 1,840,942 1,423,523 24,674,235 (3,639,001) 21,035,233

営業費用 14,690,368 3,829,519 1,634,033 1,349,070 21,502,991 (3,020,346) 18,482,645

営業利益 2,663,256 226,625 206,909 74,453 3,171,244 (618,655) 2,552,588

　（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米……アメリカ　　　アジア……マレーシア　　　欧州……イギリス、ドイツ

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額（千円）
647,481

当社の総務部門等管理部門に係

る費用であります。

４．会計方針の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当社及

び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法により計上しております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は25,892千円増加し、営業利益が同額減少し

ております。

５．追加情報

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当社及

び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等償却する

方法によっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は30,278

千円増加、「消去又は全社」の営業費用は584千円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しております。



〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

北　米 アジア 欧　州 計

海外売上高（千円） 2,786,908 6,326,824 1,904,656 11,018,389

連結売上高（千円） － － － 21,035,233

連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.2 30.1 9.1 52.4

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国、カナダ

(2）アジア……台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国

(3）欧州………英国、デンマーク、ドイツ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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