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1.  平成21年6月期第2四半期の業績（平成20年7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6月期第2四半期 14,103 ― 1,362 ― 1,283 ― 759 ―
20年6月期第2四半期 16,746 62.3 1,257 65.1 1,224 61.2 722 66.0

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6月期第2四半期 260.96 258.63
20年6月期第2四半期 248.49 246.11

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6月期第2四半期 23,882 10,127 42.4 3,481.68
20年6月期 23,398 9,425 40.3 3,240.22

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  10,127百万円 20年6月期  9,427百万円

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6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 20,303 △42.7 801 △72.6 631 △77.4 358 △78.5 123.07

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） 

〔（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 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6月期第2四半期  2,910,206株 20年6月期  2,910,206株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  1,354株 20年6月期  1,326株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第2四半期  2,910,206株 20年6月期第2四半期  2,910,206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８月14日に公表いたしました業績予想につきましては、平成21年２月５日付けにて修正しております。 
２．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる場合が 
  あります。なお、上記業績予想の利用にあたっては、３ページ〔定性的情報・財務諸表等〕３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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12号 平成19年３月14日）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14号 平成19年３月14日）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。  



   業績の状況  

     当第２四半期会計期間におけるわが国の経済は、米国大手金融機関の破綻に伴う金融不安が各国に波及し、

    実態経済への影響が急拡大する中で、輸出や個人消費の減少を受けて企業の生産活動にも急ブレーキがかか 

    りました。また、世界的な自動車生産台数の減少を背景として工業用貴金属相場も大幅に下落いたしました。

  このように経済環境が激変する中で、半導体製造装置向けセンサーの受注減に加えて、ＨＤの垂直磁気記

録方式用ターゲットの需要にも陰りが出始め、年末にかけては受注が減少いたしました。ルツボについては、

電子部品製造のための単結晶育成装置向け受注は減速を余儀なくされましたが、医療機器向け単結晶製造装置

用への需要は堅調な推移を見せ、また触媒製造用貴金属化合物等に対する需要も総じて堅調に推移いたしまし

た。 

 その結果、当第２四半期会計期間において、売上高6,197百万円、売上総利益923百万円、営業利益481百万

円、経常利益418百万円、四半期純利益249百万円となりました。 

なお、部門別の業績は以下の通りであります。 

  

  ①部門別の業績 

  [電子部門] 

 携帯電話用等の電子部品製造装置向け、単結晶育成用ルツボ等に対する需要は大幅に減少いたしましたが、

医療機器向け単結晶製造装置用ルツボの需要は堅調に推移いたしました。光学ガラス溶解装置については、各

社の設備稼動率の低下や設備更新時期の延期等の影響等もあり、同装置関連需要に係わる受注は減少いたしま

した。また、各社からのコスト低減要請から利益率も低下し、売上高1,927百万円、売上総利益62百万円とな

りました。 

    [薄膜部門] 

 ＨＤの記録容量増大用薄膜材料等のターゲットの需要及びリサイクルに伴う回収・精製需要については当会

計期間前半までは堅調に推移したものの、年末にかけてはパソコン等の出荷台数低迷の影響を受けて減少し、

売上高2,957百万円、売上総利益561百万円となりました。  

    [センサー部門]  

 半導体市況の低迷が長期化する中で、世界的な景気の悪化を受けて、半導体製造装置の出荷も急減したため

にセンサーの出荷も大きく減少いたしました。既存装置の稼働率も低下傾向にあるため、センサー入れ替え需

要の掘り起こしについても苦戦を強いられ、売上高271百万円、売上総利益67百万円となりました。   

    [その他部門] 

 触媒製造用材料としての貴金属化合物の需要及び精製・回収需要（リサイクル需要）は総じて無難に推移し

貴金属相場の下落はあったものの、売上高1,041百万円、売上総利益232百万円となりました。 

     ②海外売上 

         当第２四半期会計期間における輸出売上高は 1,662百万円（総売上高に対する割合は26.8％）となりまし 

           た。地域別にはアジア向け輸出売上高 1,273百万円（海外売上高に占める割合は76.6％）、北米向け輸出売 

           上高 382百万円（海外売上高に占める割合は23.0％）、欧州向け輸出売上高は６百万円（海外売上高に占め 

           る割合は0.4％）となりました。  

  

(１) 当第２四半期会計期間末における総資産は23,882百万円（第１四半期会計期間末比391百万円の増加）、負債は

 13,754百万円（第１四半期会計期間末比141百万円の増加）、純資産は10,127百万円（第１四半期会計期間末比249

 百万円の増加）となりました。 

  ①流動資産 

      当第２四半期会計期間末における流動資産残高は17,549百万円となり、第１四半期会計期間末比 483百万円増加

      いたしました。これは受取手形及び売掛金が729百万円減少し、たな卸資産が1,251百万円増加したことが主な要因

      であります。 

  ②固定資産 

       当第２四半期会計期間末における固定資産残高は6,332百万円となり、第１四半期会計期間末比 92百万円減少い

      たしました。これは減価償却費162百万円が主な要因であります。 

  ③流動負債 

       当第２四半期会計期間末における流動負債残高は9,660百万円となり、第１四半期会計期間末比399百万円増加い

      たしました。短期借入金が2,100百万円、未払法人税等が175百万円、それぞれ増加いたしましたが、支払手形及び

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 



      買掛金が1,719百万円減少したことが主な要因であります。 

  ④固定負債 

       当第２四半期会計期間末における固定負債残高は4,094百万円となり、第１四半期会計期間末比258百万円減少い

      たしました。これは長期借入金が266百万円減少したことが主な要因であります。 

  ⑤純資産                                                

        当第２四半期会計期間末における純資産残高は10,127百万円となり、第１四半期会計期間末比249百万円増加い 

      たしました。これは利益剰余金が249百万円増加したことが主な要因であります。 

  

(２) キャッシュ・フローの状況 

    当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第１四半期会計期間末261 

  百万円減少し、998百万円となりました。なお、当第２四半期会計期間における項目別のキャッシュ・フローは、 

  次のとおりであります。 

  ［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

       営業活動に使用した資金は1,999百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が421百万円、減価償却

      費が 167百万円となりましたが、売上債権が665百万円、仕入債務が1,793百万円、それぞれ減少し、たな卸資産が

      1,251百万円増加し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］ 

       投資活動に使用した資金は97百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出が75百万円あったこと

      が主な要因であります。 

 ［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

     財務活動により得られた資金は1,826百万円となりました。 

     これは長期借入金の返済が 273百万円ありましたが、短期借入金による収入が 2,100百万円あったことによるもの

      であります。 

  

  第２四半期累計期間の業績動向をふまえ、平成20年８月14日付「平成20年６月期 決算短信（非連結）」にて公表

いたしました平成21年６月期通期業績予想を修正しております。詳細については２月５日に公表の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

①簡便な会計処理  

   該当事項はありません 

②四半期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２四半期会計期間を含む事業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実効税率を乗じて計算しております。 

    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．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 

① 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 たな卸資産につきましては、「たな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）が第１四半期会計期間より適用されたことに伴い、評価基準については、原材料のうち時価のないもの

          については、後入先出法による原価法から後入先出法による原価法（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）、商品については個別法による原価法から個別法による原価法（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）に変更しております。これにより営業利益、経 

          常利益、及び税引前四半期純利益はそれぞれ 128百万円減少しております。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,008 922

受取手形及び売掛金 2,706 4,242

商品 7 7

製品 466 530

原材料 11,800 9,339

仕掛品 955 1,062

その他 604 775

流動資産合計 17,549 16,879

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,407 2,499

機械及び装置（純額） 1,336 1,439

土地 1,612 1,612

その他（純額） 133 149

有形固定資産合計 5,490 5,699

無形固定資産 155 159

投資その他の資産 687 659

固定資産合計 6,332 6,518

資産合計 23,882 23,398

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,057 3,204

短期借入金 5,500 4,000

1年内返済予定の長期借入金 964 1,034

未払法人税等 530 755

賞与引当金 43 81

役員賞与引当金 － 34

その他 564 613

流動負債合計 9,660 9,724

固定負債   

長期借入金 3,781 3,953

退職給付引当金 157 145

役員退職慰労引当金 151 145

その他 4 4

固定負債合計 4,094 4,248

負債合計 13,754 13,972



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,888 1,888

資本剰余金 1,857 1,857

利益剰余金 6,386 5,685

自己株式 △4 △4

株主資本合計 10,127 9,427

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △1

評価・換算差額等合計 － △1

純資産合計 10,127 9,425

負債純資産合計 23,882 23,398



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 14,103

売上原価 11,862

売上総利益 2,241

販売費及び一般管理費 879

営業利益 1,362

営業外収益  

受取利息 0

デリバティブ評価益 35

助成金収入 27

雑収入 5

営業外収益合計 68

営業外費用  

支払利息 84

為替差損 62

雑損失 0

営業外費用合計 147

経常利益 1,283

特別利益  

受取保険金 5

特別利益合計 5

特別損失  

投資有価証券評価損 9

特別損失合計 9

税引前四半期純利益 1,279

法人税等 520

四半期純利益 759



（第２四半期会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,197

売上原価 5,273

売上総利益 923

販売費及び一般管理費 442

営業利益 481

営業外収益  

受取利息 0

デリバティブ評価益 19

助成金収入 12

雑収入 1

営業外収益合計 33

営業外費用  

支払利息 42

為替差損 54

雑損失 0

営業外費用合計 96

経常利益 418

特別利益  

受取保険金 5

特別利益合計 5

特別損失  

投資有価証券評価損 2

特別損失合計 2

税引前四半期純利益 421

法人税等 171

四半期純利益 249



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７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 1,279

減価償却費 331

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 84

為替差損益（△は益） 62

売上債権の増減額（△は増加） 1,473

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,291

仕入債務の増減額（△は減少） △1,143

その他 162

小計 △41

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △85

法人税等の支払額 △742

営業活動によるキャッシュ・フロー △870

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 △204

その他 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △244

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） 1,500

長期借入れによる収入 300

長期借入金の返済による支出 △541

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,199

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85

現金及び現金同等物の期首残高 912

現金及び現金同等物の四半期末残高 998



 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12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

  

（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 

  該当事項はありません。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        16,746  100.0

Ⅱ 売上原価        14,630  87.4

売上総利益        2,116  12.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        859  5.1

営業利益        1,257  7.5

Ⅳ 営業外収益        68  0.4

Ⅴ 営業外費用        100  0.6

経常利益        1,224  7.3

Ⅵ 特別利益        0  0.0

Ⅶ 特別損失        0  0.0

税引前中間純利益        1,225  7.3

法人税、住民税及び事業税  506            

法人税等調整額  △4  502  3.0

中間純利益        722  4.3

        



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  

    

  

前中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 
 

 

   税引前中間純利益 1,225

   減価償却費  170

   賞与引当金の増減額  12

   役員賞与引当金の増減額  △21

   退職給付引当金の増減額  △2

   役員退職慰労引当金の増減額  5

   受取利息及び受取配当金  △0

   支払利息  87

   為替差損益  △22

   デリバティブ評価損  11

   有形固定資産除却損  0

   売上債権の増減額  △225

   たな卸資産の増減額  △3,605

   仕入債務の増減額  △425

   未収消費税の増減額  △100

   その他資産の増減額  △23

   その他負債の増減額  △3

小計  △2,917

   利息及び配当金の受取額  0

   利息の支払額  △80

   法人税等の支払額  △564

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,562



  

  

前中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 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  △682

   無形固定資産の取得による支出  △1

   その他の投資の増加による支出  △40

   その他投資等の減少による収入  11

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △713

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金の増減額  4,300

   長期借入による収入  800

   長期借入金の返済による支出  △463

   自己株式の取得による支出  △1

   配当金の支払額  △29

  財務活動によるキャッシュ・フロー  4,606

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  331

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  939

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,271
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