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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） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第2四半期 1,234 5.7 △73 ― △70 ― △279 ―

20年3月期第2四半期 1,167 19.3 △192 ― △195 ― 1,130 ―

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 △53.16 ―

20年3月期第2四半期 214.60 ―

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 2,540 1,390 54.7 264.10
20年3月期 3,055 1,677 54.9 318.54

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,390百万円 20年3月期  1,677百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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  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 2,350 △2.0 △110 ― △110 ― △320 ― △60.79

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、2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） 

（注）詳細は、2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 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  5,280,000株 20年3月期  5,280,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  16,192株 20年3月期  15,032株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  5,264,231株 20年3月期第2四半期  5,267,617株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．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。  
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当第２四半期累計期間のわが国経済は、米国に端を発する世界的な金融不安により、好調だった欧米は

じめ新興国の個人消費にかげりが出始め、景況感が弱まりつつありました。その中で開催された北京五輪

でありましたが、デジタル家電機器の需要は期待を下回る一方、資材の高騰や急激な価格の下落に加えて

円高の進行により厳しい状況が続きました。 

 このような環境ではありましたが、パソコンのデスクトップタイプからノートブックタイプへの切り替

えが急速に進みましたので、当社の主要事業でありますDVDの光ピックアップベースも、その用途を薄型

のノートブックパソコンに限定した上で、自社開発の熱伝導樹脂を集中的に投入しました。その結果、熱

伝導樹脂を使った光ピックアップベースの生産量は前年同期比の４.７倍となり、かつ、歩留まりなどの

改善により生産性も向上し、業績の回復に寄与しました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は１２億３千４百万円（前年同四半期比5.7％

増）、営業損益は７千３百万円の損失（前年同四半期は１億９千２百万円の損失）、経常損益は７千万円

の損失（前年同四半期は１億９千５百万円の損失）、四半期純損益は土地等の減損損失２億５百万円によ

り２億７千９百万円の損失（前年同四半期は１１億３千万円の利益）となりました。 

  

当第２四半期末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ５億１千４百万円減少しました。その主

なものは、現金及び預金の減少２億１千９百万円、減損処理に伴う有形固定資産の減少２億５百万円であ

ります。負債合計は、前事業年度末に比べ２億２千７百万円減少しました。その主なものは、借入金の減

少１億４千５百万円であります。純資産合計は、前事業年度末に比べ２億８千６百万円減少しました。こ

れは四半期純損失２億７千９百万円によるものであります。 
  

第２四半期累計期間の業績を踏まえ、また下半期は世界的な景気後退による市場環境の悪化により収益

が前回予想を下回ることが予想されますので、業績予想を修正することといたしました。あわせて、平成

20年11月7日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
  

経過勘定項目につきましては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 
  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用   

      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の適用  

     「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)を第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、総平均法による低価法 

    から原価法（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。 

    この変更により四半期財務諸表に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用   

     「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 終改正平成19 

    年3月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計 

    基準委員会 平成6年1月18日 終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を 

    第１四半期会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた 

    会計処理に変更しております。 

      また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとし 

    て算定する方法によっております。 

      この変更により四半期財務諸表に与える影響はありません。 

      なお、リース取引開始日が適用初年度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引き続き採用しております。 
  

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) 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

(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
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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 301,453 520,892 

受取手形及び売掛金 813,673 851,663 

商品 300 321 

製品 35,254 44,452 

原材料 35,253 36,808 

仕掛品 114,807 111,035 

貯蔵品 6,358 6,045 

その他 14,598 22,566 

流動資産合計 1,321,699 1,593,785 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 384,302 396,055 

機械及び装置（純額） 33,684 38,144 

土地 631,531 820,134 

その他（純額） 7,786 8,421 

有形固定資産合計 1,057,305 1,262,755 

投資その他の資産 

投資有価証券 48,825 54,934 

その他 113,144 144,015 

投資その他の資産合計 161,969 198,949 

固定資産合計 1,219,274 1,461,704 

資産合計 2,540,974 3,055,490 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 463,134 501,259 

短期借入金 275,200 377,400 

1年内返済予定の長期借入金 20,004 35,604 

未払法人税等 5,413 14,732 

賞与引当金 33,477 34,352 

その他 116,540 145,074 

流動負債合計 913,769 1,108,423 

固定負債 

長期借入金 13,316 40,918 

退職給付引当金 105,256 82,764 

役員退職慰労引当金 103,533 128,809 

その他 14,952 17,453 

固定負債合計 237,058 269,944 

負債合計 1,150,828 1,378,368 
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（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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 919,000 919,000 

資本剰余金 1,170,534 1,170,534 

利益剰余金 △712,333 △432,494 

自己株式 △12,059 △11,191 

株主資本合計 1,365,141 1,645,848 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 24,997 31,106 

繰延ヘッジ損益 6 167 

評価・換算差額等合計 25,004 31,274 

純資産合計 1,390,146 1,677,122 

負債純資産合計 2,540,974 3,055,490 
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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 
(平成20年４月１日から 
平成20年９月30日まで) 

売上高 1,234,238 

売上原価 1,106,910 

売上総利益 127,327 

販売費及び一般管理費 200,440 

営業損失（△） △73,112 

営業外収益 

受取利息 333 

受取配当金 312 

作業屑売却益 2,557 

その他 3,405 

営業外収益合計 6,608 

営業外費用 

支払利息 4,320 

その他 31 

営業外費用合計 4,352 

経常損失（△） △70,856 

特別利益 

固定資産売却益 347 

特別利益合計 347 

特別損失 

固定資産処分損 14 

保険解約損 1,389 

減損損失 205,520 

特別損失合計 206,924 

税引前四半期純損失（△） △277,432 

法人税、住民税及び事業税 2,406 

法人税等合計 2,406 

四半期純損失（△） △279,838 
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(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 
(平成20年４月１日から 
平成20年９月30日まで) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純損失（△） △277,432 

減価償却費 22,024 

減損損失 205,520 

賞与引当金の増減額（△は減少） △874 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,492 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,275 

固定資産処分損益（△は益） 14 

固定資産売却損益（△は益） △347 

保険解約損益（△は益） 1,389 

受取利息及び受取配当金 △645 

支払利息 4,320 

売上債権の増減額（△は増加） 37,989 

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,689 

仕入債務の増減額（△は減少） △38,124 

その他 △83 

小計 △42,344 

利息及び配当金の受取額 754 

利息の支払額 △4,085 

法人税等の支払額 △4,812 

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,486 

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 44,000 

有形固定資産の取得による支出 △51,852 

有形固定資産の売却による収入 350 

保険積立金の積立による支出 △3,504 

保険積立金の払戻による収入 32,324 

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,317 

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） △102,200 

長期借入金の返済による支出 △43,202 

自己株式の取得による支出 △867 

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,269 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △175,438 

現金及び現金同等物の期首残高 476,892 

現金及び現金同等物の四半期末残高 301,453 

日本科学冶金㈱（5995）　平成21年3月期　第２四半期決算短信

－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。 

  

当社は、前事業年度まで５期連続で営業損失及び経常損失を計上しており、当第２四半期累計期間に

おきましても、73,112千円の営業損失、70,856千円の経常損失を計上しております。当該状況により、

当社には継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。当社は、当該状況を解消すべく平成

20年度の経営計画に基づき、光ピックアップベースを当社の主要事業のひとつと定め、前事業年度から

本格的な量産化となりました熱伝導樹脂製光ピックアップベースの歩留り改善及び人件費の削減などの

施策を実施した結果、営業赤字ではありますが、前年同期192,279千円の営業損失が73,112千円に、

195,220千円の経常損失が70,856千円に改善いたしました。 

  下半期は、ブルーレイディスク向けや環境対応樹脂の光ピックアップベースの販路拡大と、磁性材料

の新規製品の早期立ち上げに全力を挙げて取り組むとともに、先行き不透明な経営環境に対応するた

め、組織の統合・再編や派遣社員の削減などを前倒しで実施し、減収下でも利益の確保が図れる体制づ

くりに努めます。また、これら収益体質の改善と合わせ、保有資産の売却により財務体質の改善を図

り、経営基盤の強化に努める所存であります。 

  四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期財務

諸表には反映しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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
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前年同四半期に係る財務諸表 

「参考資料」

(1) 中間損益計算書

前中間会計期間
（平成19年４月１日から 

  平成19年９月30日まで）

科   目 金額（千円）

売  上    高 1,167,543

売  上  原  価 1,144,688

売  上  総  利  益 22,854

販売費及び一般管理費 215,133

営 業 損 失 （△） △ 192,279

営 業 外 収 益 6,676

  受取利息及び配当金 767

  そ  の  他 5,908

営 業 外 費 用 9,617

  支 払 利 息 7,859

  そ  の  他 1,758

経 常 損 失 （△） △ 195,220

特 別 利 益 1,461,219

特 別 損 失 133,161

税引前中間純利益 1,132,837

法人税、住民税及び事業税 2,406

中 間 純 利 益 1,130,431
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(2)中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
(平成19年４月１日から
平成19年９月30日まで)

区分 金額(千円)

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 1,132,837

 ２ 減価償却費 24,636

 ３ 賞与引当金の減少額 △9,763

 ４ 退職給付引当金の増加額 9,739

 ５ 役員退職慰労引当金の増加額 4,010

 ６ 有形固定資産除却損 124

 ７ 有形固定資産売却益 △1,442,071

 ８ 投資有価証券売却益 △19,148

 ９ 受取利息及び受取配当金 △767

 10 支払利息 7,859

 11 売上債権の増加額 △105,190

 12 棚卸資産の増加額 △15,012

 13 仕入債務の増加額 146,369

 14 その他 44,298

    小計 △222,078

 15 利息及び配当金の受取額 724

 16 利息の支払額 △6,910

 17 法人税等の支払額 △4,812

   営業活動によるキャッシュ・フロー △233,075

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △44,000

 ２ 定期預金の払戻による収入 126,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △79,127

 ４ 有形固定資産の売却による収入 1,587,553

 ５ 投資有価証券の売却等による収入 28,598

 ６ 事業家保険の増加による支出 △4,767

 ７ 事業家保険の減少による収入 15,007

   投資活動によるキャッシュ・フロー 1,629,264

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の減少額 △262,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △31,122

 ３ 預り保証金返還による支出 △254,680

 ４ 自己株式の取得による支出 △2,089

   財務活動によるキャッシュ・フロー △549,891

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 846,296

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 143,678

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 989,974
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