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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 29,511 △27.5 △653 ― △1,139 ― △2,758 ―

20年3月期 40,697 △4.6 2,312 △15.7 2,827 △21.0 1,119 △49.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △78.84 ― △6.7 △2.2 △2.2

20年3月期 31.98 31.95 2.6 5.2 5.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △226百万円 20年3月期  526百万円

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 47,771 39,360 82.1 1,120.77
20年3月期 55,248 42,847 77.4 1,221.91

（参考） 自己資本   21年3月期  39,205百万円 20年3月期  42,757百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 2,245 △5,777 2,287 3,609
20年3月期 5,074 △3,165 △1,009 4,856

2.  配当の状況 

（注）平成２２年３月期の配当については、未定です。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 18.00 18.00 629 56.3 1.5
21年3月期 ― ― ― 8.00 8.00 279 ― 0.7

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

14,000 △25.0 △1,200 ― △1,100 ― △1,200 ― △34.29

通期 28,800 △2.4 △1,300 ― △1,100 ― △1,300 ― △37.15

1



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４．連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 を参照願います。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 34,994,424株 20年3月期 36,549,629株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,359株 20年3月期  1,557,505株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 26,495 △29.8 △1,061 ― △953 ― △2,746 ―

20年3月期 37,717 △4.9 1,517 △14.3 1,961 △25.8 565 △67.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △78.47 ―

20年3月期 16.17 16.15

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 35,934 28,746 79.6 817.46
20年3月期 43,289 32,341 74.5 921.69

（参考） 自己資本 21年3月期  28,605百万円 20年3月期  32,251百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記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有ります。 
２．平成２２年３月期の配当予想については、現時点では未定でありますが、今後の業績などを総合的に勘案し、決定次第開示いたします。 

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

第2四半期 
累計期間

12,400 △27.7 △1,300 ― △1,100 ― △1,150 ― △32.86

通期 25,950 △2.1 △1,550 ― △1,400 ― △1,450 ― △41.44
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１．経営成績 
（1） 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危

機や円高による輸出産業への深刻な影響により、景気後退が顕著になりました。 
このような状況のもと、当社グループは、経営資源を電子材料分野及びディスプレイ材料分野

に集中し売上の増大を図るとともにコスト削減に努めてまいりましたが、景気後退による実需要

と在庫調整による影響を大きく受けました。また、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討し、

取崩しを実施したことから法人税等調整額が増加しました。 
当連結会計年度の業績は、売上高につきましては、295 億 11 百万円（前年同期比 27.5%減）

となりました。損益面につきましては、営業損失 6 億 53 百万円、経常損失 11 億 39 百万円、当

期純損失 27 億 58 百万円となりました。 
 

（次期の見通し） 
次期につきましては、世界的な金融危機による国内外の景気低迷が当面継続すると予想してい

ます。このような状況を踏まえ、平成 22 年 3 月期の連結業績につきましては、売上高 288 億円

（対前期比 2.4%減）、営業損失 13 億円、経常損失 11 億円、当期純損失 13 億円を見込んでいま

す。 
 

（2） 財政状態に関する定性的情報 
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 74 億 76 百万円減少し 477 億 71 百万

円となりました。 
流動資産は、有形固定資産の取得等により現金及び預金が 11 億 26 百万円減少、売上高の減少

により受取手形及び売掛金が 49 億 74 百万円減少し、流動資産合計は 71 億 22 百万円の減少と

なりました。 
固定資産は、３Ｄ関連材料の生産設備増強等により有形固定資産が 11 億 41 百万円増加、時価

の下落により投資有価証券が 10 億 28 百万円、取崩しにより繰延税金資産が 3 億 24 百万円それ

ぞれ減少し、固定資産合計は 3 億 54 百万円の減少となりました。 
負債は、39 億 90 百万円減少し 84 億 10 百万円となりました。 
流動負債では、原材料仕入れの減少等により支払手形及び買掛金が 54 億 5 百万円減少し、流

動負債合計は 60 億 71 百万円の減少となりました。 
固定負債では、設備投資決済資金の調達により長期借入金が 17 億 49 百万円増加し、固定負債

合計は 20 億 81 百万円増加しました。 
純資産合計は 34 億 86 百万円減少し 393 億 60 百万円となりました。これは、主に利益剰余金

の減少によります。 
 

（キャッシュ・フローについて） 
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより 36

億 9 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 12 億 46 百万円減少しました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
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営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失を 15 億 35 百万円、仕入債務

の減少 54 億 5 百万円を計上する一方、売上債権の減少 48 億 34 百万円、減価償却費 26 億 77 百

万円、たな卸資産の減少 12 億 68 百万円などがありました。この結果、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは、22 億 45 百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ 28 億 28 百万円減少しまし

た。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に３Ｄ関連材料の生産設備増強等による有形固定資

産の取得により 57 億 77 百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ 26 億 11 百万円支出が増

加しました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資決済資金の調達により 22 億 87 百万円の

収入となり、前連結会計年度に比べ 32 億 97 百万円収入が増加しました。 
 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

自己資本比率（％） 80.6 77.4 82.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 81.2 49.1 27.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.1 0.1 1.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1,636.5 1,330.2 71.0 

(注)自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値に基づいています。 
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出して

います。 
3. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しています。 
4. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべて

の債務を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書

の利息の支払額を使用しています。 
 
（3） 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の配当政策は株主の皆様に対する利益還元を経営の重点課題として位置づけております。

連結業績に連動した成果配分を継続していく方針であり、配当は業績と資金需要を勘案しながら

連結当期純利益に対して配当性向 25%以上を指標としております。内部留保金につきましては将

来における株主皆様の利益拡大のため、研究開発費や事業拡大のための設備投資等に充ててまい

ります。なお、当期の配当につきましては、当期純損失となったものの安定配当の観点から 1 株

㈱有沢製作所（5208）平成21年3月期決算短信

4



当り 8 円を予定しております。平成 22 年 3 月期の配当につきましては、厳しい経営環境が続く

事が予想されることから、現時点では未定でありますが、今後の業績などを総合的に勘案し、決

定次第開示いたします。 
 
（4） 事業等のリスク 

経営成績及び財政状態に記載した内容に関し、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項として以下のものが考えられます。 
ａ）製品需要の変動について 

当社グループが製造販売する製品の主なユーザーは民生用電子機器メーカー、電子部品

メーカー、産業用電子機器メーカー等であり、民生用電子機器の需要の変動は当社グルー

プの経営成績に影響を及ぼします。 
ｂ）特定の製品への依存について 

当社グループの売上高は、電子材料分野への依存度が高くなっています。当分野の売上

高が減少した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。 
ｃ）新規事業の展開について 

当社グループは、種々の新規事業の立上げを図っておりますが、その進捗状況によって

は、経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。 
ｄ）原材料の調達について 

当社グループが購入する原材料において原油価格の高騰等により購入価格が著しく高騰

した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。 
ｅ）災害による影響について 

当社グループの生産拠点は、その多くが新潟県上越市に集中しており、地震その他の災

害が発生した場合、生産活動の中断等により当社グループの経営成績に影響を及ぼすおそ

れがあります。 
ｆ）環境に関する規制について 

当社グループの事業は、様々な環境保全やその他の法的規制の下にあります。これらの

環境保全やその他の規制の遵守に伴い甚大な債務や義務が発生した場合、当社グループの

経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。 
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３． 経営方針 
（1） 会社経営の基本方針 

当社は「創造・革新・挑戦」を基本とし、 
Ⅰ.安全と品質の向上を第一に掲げ、ゼロ災、ゼロクレームを目指す 
Ⅱ.新たな事業基盤と新市場を創出する 
Ⅲ.利益体質の強化を推進する 
 を経営方針としております。 
この経営方針の下、顧客満足度の向上、新製品開発のスピードアップ、徹底したコストダウ

ンによる利益体質強化の推進により企業価値を創造し、会社の株主価値を高めていくことを目

指しております。 
 

（2） 目標とする経営指標 
当社は経営指標として新製品売上比率 50％以上、営業利益率 8％以上、ＲＯＡ 5％以上を中

長期的な経営目標としております。 
 

（3） 中長期的な会社の経営戦略 
既存製品の競争力強化による収益拡大を図るとともに新たな事業基盤構築のため新製品開発

に取組んでいきます。 
① 電子材料分野につきましては、コア事業と位置づけ経営資源を集中的に投入し、売上の増

大並びに徹底したコストダウンによる収益の改善を図っていきます。 
② ディスプレイ材料分野につきましては、３Ｄプロダクトでの地位確立を図るとともに光学

フィルムを中心に収益体制の確立を図っていきます。 
③ 産業用構造材料につきましては、選択と集中による収益の改善を図っていきます。 

 
（4） 会社の対処すべき課題 

当社グループは既述の経営戦略をより早期かつ確実に達成するため、今後対処すべき課題と

して次のことを推進いたします。 
① 経営資源を電子材料分野に集中し差異化製品の開発スピードを高めて売上の増大を図る

とともに、ディスプレイ材料分野では次期主力製品の開発・上市による収益体制の確立を

目指す。 
② 積極的な技術提携を行い開発製品の早期立ち上げを図る。 
③ Arisawa Production System を強力に推し進め、徹底したコストダウンを図る。 
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