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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,235 ― 1,107 ― 1,146 ― 457 ―
20年3月期第3四半期 8,448 17.3 1,750 10.1 1,776 11.4 1,061 11.5

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3四半期 7,319.83 7,317.43
20年3月期第3四半期 16,868.58 16,811.43

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3四半期 6,352 6,033 94.5 97,606.62
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3四半期  6,004百万円 20年3月期  6,591百万円

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 ― 4,000.00 ― 4,000.00 8,000.00
21年3月期 ― 4,000.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4,000.00 8,000.00

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） 
（％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 8,350 △25.9 1,160 △45.9 1,200 △44.7 475 △63.6 7,608.03

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  無  

[(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。]  

(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、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。]  

(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  63,118株 20年3月期  63,114株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,597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3四半期  62,434株 20年3月期第3四半期  62,939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) 平成20年４月23日に公表いたしました業績予想数値を今回上記の通り変更しております。 
(2) 業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。 
(3) 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。  



当第３四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。 

米国発の金融危機は急激なスピードで全世界の実体経済に深刻な影響を及ぼし、我が国におきましても
企業収益の悪化や個人消費の低迷など経営環境は日ごとに厳しさを増しております。 
電子部品業界におきましても急激な景気後退の影響を受け、年末商戦の需要増の時期にもかかわらずパ

ソコン、携帯電話、デジタルカメラ／ビデオ、薄型テレビなどすべての製品において需要が減少し、非常
に厳しい市場環境になってきております。 
  当社におきましては、金の使用量を大幅に削減できるコネクタ向け硬質金めっき薬品の新製品投入が順
調で利益向上に貢献したものの、ＭＰＵやＤＲＡＭ／ＮＡＮＤなどのメモリー向けパッケージ基板、携帯
電話向けマザーボード、さらには携帯電話、デジタルカメラ／ビデオ、薄型テレビ向けフレキシブル基板
用途など、ほとんどの用途でめっき薬品の需要が著しく減少しました。 
 このような状況のもと、売上高は7,235,785千円（前年同四半期比14.3％減）、営業利益1,107,657千円
（前年同四半期比36.7％減）、経常利益1,146,730千円（前年同四半期比35.5％減）四半期純利益457,006
千円（前年同四半期比57.0％減）と減収・減益を余儀なくされました。 
 なお、世界的な金融危機の影響を受けて株式市場が大きく低迷した結果、保有有価証券のうち時価が著
しく下落したものについて投資有価証券評価損386,453千円を特別損失として計上しております。 
・前年同四半期比増減率は参考数値であります。 

  

(１) 資産・負債の増減 
当第３四半期末における資産総額は前年度末に比べ1,434,790千円減少の6,352,665千円となりました。

また負債総額は前年度末に比べ864,474千円減少の318,999千円、純資産は前年度末に比べ570,316千円減
少の6,033,665千円となり、この結果自己資本比率は94.5％となりました。 
(２) キャッシュ・フローの分析 
当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ

387,489千円減少の2,972,437千円となりました。なお、当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フロ
ーの状況は以下の通りであります。 
(営業活動におけるキャッシュ・フロー) 
税引前四半期純利益は760,277千円となりましたが、売上債権の減少が834,665千円、たな卸資産の減少

が116,510千円、投資有価証券評価損が386,453千円、また、仕入債務の減少357,607千円、法人税等の支
払額913,368千円等により、営業活動により得られた資金は898,076千円となりました。 
(投資活動におけるキャッシュ・フロー) 
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資67,672千円、投資有価証券の取得による支出284,506

千円等により363,099千円の支出となりました。 
(財務活動におけるキャッシュ・フロー) 
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払502,004千円、自己株式の取得による支出421,730

千円等により922,466千円の支出となりました。 
(３) 自己株式市場買付状況 
株主還元等を主な目的に自己株式の市場買付を行っており、当第３四半期累計期間の実施状況は

421,730千円（1,597株）であります。 

  

平成21年３月期の通期の業績見通しにつきましては、昨年の秋以降急速に広がりを見せる世界的な景気
後退の影響が先行きの不透明感を一層強めており、電子部品業界も厳しい事業環境が予想されます。 
またこの影響を受けて株式市場が大きく下落した結果、当第３四半期会計期間（10月～12月）につきま

しては投資有価証券評価損386,453千円を計上するに至っております。 
このような当社を取り巻く事業環境と収益状況を踏まえた結果、平成21年３月期の通期業績予想につき

ましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」の通り修正いたします。 
なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によ

り、予想数値と異なる可能性があります。 
  

・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



重要性が乏しいため記載を省略しております。 

該当事項はありません。 
  

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。 

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。 

  

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
①簡便な会計処理

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

(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
①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 2,973,187 3,360,675

受取手形及び売掛金 1,160,770 1,995,436

商品及び製品 117,590 120,694

原材料及び貯蔵品 69,200 182,606

その他 50,463 76,409

流動資産合計 4,371,212 5,735,823

固定資産   

有形固定資産 133,235 136,124

無形固定資産 27,712 36,921

投資その他の資産   

投資有価証券 999,988 1,307,653

その他 820,516 570,934

投資その他の資産合計 1,820,504 1,878,588

固定資産合計 1,981,452 2,051,633

資産合計 6,352,665 7,787,456

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 84,342 441,950

未払法人税等 － 479,925

賞与引当金 31,500 60,000

その他 68,936 84,155

流動負債合計 184,779 1,066,031

固定負債   

役員退職慰労引当金 134,220 117,442

固定負債合計 134,220 117,442

負債合計 318,999 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 4,231,895 4,276,893

自己株式 △421,730 －

株主資本合計 6,110,191 6,575,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △105,334 16,374

評価・換算差額等合計 △105,334 16,374

新株予約権 28,809 12,006

純資産合計 6,033,665 6,603,982

負債純資産合計 6,352,665 7,787,456



(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,235,785

売上原価 5,377,972

売上総利益 1,857,813

販売費及び一般管理費 750,156

営業利益 1,107,657

営業外収益  

受取配当金 31,978

その他 8,804

営業外収益合計 40,782

営業外費用  

その他 1,709

営業外費用合計 1,709

経常利益 1,146,730

特別損失  

投資有価証券評価損 386,453

特別損失合計 386,453

税引前四半期純利益 760,277

法人税、住民税及び事業税 418,006

法人税等調整額 △114,735

法人税等合計 303,270

四半期純利益 457,006



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 760,277

減価償却費 62,925

投資有価証券評価損益（△は益） 386,453

受取利息及び受取配当金 △37,553

売上債権の増減額（△は増加） 834,665

たな卸資産の増減額（△は増加） 116,510

仕入債務の増減額（△は減少） △357,607

その他 8,220

小計 1,773,891

利息及び配当金の受取額 37,553

法人税等の支払額 △913,368

営業活動によるキャッシュ・フロー 898,076

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 △67,672

投資有価証券の取得による支出 △284,506

その他 △10,921

投資活動によるキャッシュ・フロー △363,099

財務活動によるキャッシュ・フロー  

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,267

自己株式の取得による支出 △421,730

配当金の支払額 △502,004

財務活動によるキャッシュ・フロー △922,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △387,489

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 2,972,437



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、市場から731株241,806千円の自己株式を
取得いたしました。また、平成20年11月21日開催の取締役会決議に基づき、市場から866株179,924千
円の自己株式を取得いたしました。この結果、前事業年度末と比較して、株主資本合計が421,730千
円減少しております。 

当社は、平成20年６月18日開催の第37期定時株主総会決議に基づき、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。 
また、平成20年10月22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

249,548千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



１．（要約）前第３四半期損益計算書 

（単位：千円） 

 
  

「参考」

前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

Ⅰ 売上高 8,448,055

Ⅱ 売上原価 5,987,643

    売上総利益 2,460,411

Ⅲ 販売費及び一般管理費 710,181

    営業利益 1,750,229

Ⅳ 営業外収益 28,684

Ⅴ 営業外費用 1,924

    経常利益 1,776,990

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失 －

    税引前四半期純利益 1,776,990

    法人税、住民税及び事業税 695,513

    法人税等調整額 19,783 715,297

    四半期純利益 1,061,692



２．（要約）前第３四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  １ 税引前四半期純利益 1,776,990

  ２ 減価償却費 51,585

  ３ 売上債権の増加額 △ 328,251

  ４ たな卸資産の増加額 △90,871

  ５ 仕入債務の増加額 4,828

  ６ その他 △14,358

    小計 1,399,923

  ７ 利息及び配当金の受取額 27,754

  ８ 法人税等の支払額 △ 848,918

   営業活動によるキャッシュ・フロー 578,760

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 △ 20,478

  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 △ 218,903

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 253,812

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 64,176

  ２ 配当金の支払額 △ 440,560

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 376,384

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（減少は△） △51,435

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四半期末残高 2,950,096




