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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,832 △37.2 341 △37.0 359 △36.5 217 △36.0
21年3月期第1四半期 2,917 ― 542 ― 565 ― 339 ―

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

22年3月期第1四半期 3,532.80 3,531.99
21年3月期第1四半期 5,403.92 5,401.97

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

22年3月期第1四半期 6,842 6,190 89.9 99,930.51
21年3月期 6,373 6,020 93.9 97,294.39

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,149百万円 21年3月期  5,985百万円

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

21年3月期 ― 4,000.00 ― 4,000.00 8,000.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
4,000.00 ― 4,000.00 8,000.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

3,750 △34.0 470 △47.6 490 △47.0 300 △45.6 4,876.38

通期 8,500 4.3 1,100 2.1 1,130 1.0 700 74.4 11,378.29
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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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 63,130株 21年3月期  63,118株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,597株 21年3月期  1,597株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 61,528株 21年3月期第1四半期 62,818株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。実際の実績等は業績変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、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。 
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当第１四半期における業績の概況は以下の通りであります。 

電子部品業界におきましては、パソコン、携帯電話、薄型テレビなどで需要回復の兆しが見られ、これ
ら向けの一部の電子部品においては在庫調整が一段落して需要回復が鮮明になってきております。 
 当社におきましては、これらの需要回復に支えられ、特に海外市場においてパッケージ基板向けめっき
薬品の需要が好調で、売上は当初予測を大きく上回りました。また、リードフレーム向けめっき薬品につ
いても需要は堅調に推移しました。さらにパソコン、携帯電話向け半導体パッケージ基板の高性能化に貢
献する新無電解めっき薬品の需要も順調に推移しました。 
 その結果、売上高は1,832,395千円（前年同四半期比37.2％減）、営業利益は341,519千円（前年同四半
期比37.0％減）、経常利益は359,355千円（前年同四半期比36.5％減）、四半期純利益は217,364千円（前
年同四半期比36.0％減）となりました。 
 売上高の用途品目別内訳は、プリント基板・半導体搭載基板用790,091千円、コネクタ・マイクロスイ
ッチ用459,256千円、リードフレーム用467,285千円、その他115,761千円であります。 

  

(１) 資産・負債・純資産の増減 
(資産) 
流動資産は、前事業年度末に比べて248,586千円増加し4,833,992千円となりました。これは主に現金及

び預金が231,151千円減少しましたが、受取手形及び売掛金が469,460千円増加したことによります。 
 固定資産は前事業年度末に比べて220,610千円増加し、2,008,605千円となりました。これは主に繰延税
金資産が103,939千円減少しましたが、投資有価証券が323,542千円増加したことによります。 
 この結果総資産は前事業年度末に比べて469,197千円増加し6,842,597千円となりました。 
(負債) 
流動負債は前事業年度末に比べて269,781千円増加し482,884千円となりました。これは支払手形及び買

掛金が116,105千円、未払法人税等が143,235千円増加したこと等によります。 
 固定負債は前事業年度末に比べて29,639千円増加し169,079千円となりました。これは繰延税金負債が
24,419千円増加し、役員退職慰労引当金が5,220千円増加したことによります。 
 この結果負債合計は前事業年度末に比べて299,421千円増加し651,964千円となりました。 
(純資産) 
純資産合計は前事業年度末に比べて169,776千円増加し6,190,633千円となりました。これは主にその他

有価証券評価差額金が190,044千円増加したことによります。 
(２) キャッシュ・フローの分析 
当第１四半期末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

231,151千円減少の3,246,647千円となりました。なお、当第１四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358,773千円となりましたが、売上債権の増加469,460千円、仕入債務の増加

116,105千円等により、営業活動により得られた資金は31,376千円となりました。 
(投資活動におけるキャッシュ・フロー) 
設備投資5,756千円、投資有価証券の取得による支出3,120千円等により投資活動に使用した資金は

18,495千円となりました。 
(財務活動におけるキャッシュ・フロー) 
配当金の支払246,084千円により財務活動に使用した資金は244,032千円となりました。 

  

平成22年３月期の通期の業績見通しにつきましては、平成21年４月23日の決算発表時の業績予想から変
更しておりません。 

  

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。 
  

該当事項はありません。 
  

・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
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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,247,397 3,478,548

受取手形及び売掛金 1,150,256 680,796

商品及び製品 75,098 66,097

原材料及び貯蔵品 109,717 94,644

未収還付法人税等 233,554 232,409

その他 17,967 32,908

流動資産合計 4,833,992 4,585,406

固定資産   

有形固定資産 114,279 120,648

無形固定資産 29,296 27,838

投資その他の資産   

投資有価証券 1,331,844 1,008,302

その他 533,184 631,205

投資その他の資産合計 1,865,029 1,639,507

固定資産合計 2,008,605 1,787,994

資産合計 6,842,597 6,373,400

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 207,050 90,944

未払法人税等 143,235 －

賞与引当金 32,250 63,000

その他 100,348 59,158

流動負債合計 482,884 213,103

固定負債   

繰延税金負債 24,419 －

役員退職慰労引当金 144,660 139,440

固定負債合計 169,079 139,440

負債合計 651,964 352,543

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,279,182 1,278,156

資本剰余金 1,022,894 1,021,869

利益剰余金 4,147,605 4,176,324

自己株式 △421,730 △421,730

株主資本合計 6,027,951 6,054,620

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 121,071 △68,972

評価・換算差額等合計 121,071 △68,972

新株予約権 41,610 35,209

純資産合計 6,190,633 6,020,857

負債純資産合計 6,842,597 6,373,400
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,917,182 1,832,395

売上原価 2,137,498 1,258,307

売上総利益 779,683 574,088

販売費及び一般管理費 237,286 232,569

営業利益 542,396 341,519

営業外収益   

受取利息 2,900 3,242

受取配当金 18,398 14,523

その他 2,835 308

営業外収益合計 24,134 18,074

営業外費用   

その他 1,046 238

営業外費用合計 1,046 238

経常利益 565,484 359,355

特別損失   

固定資産売却損 － 582

特別損失合計 － 582

税引前四半期純利益 565,484 358,773

法人税、住民税及び事業税 193,312 139,854

法人税等調整額 32,708 1,554

法人税等合計 226,021 141,409

四半期純利益 339,463 217,364
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 565,484 358,773

減価償却費 19,349 14,351

受取利息及び受取配当金 △21,298 △17,766

売上債権の増減額（△は増加） 61,044 △469,460

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,961 △24,074

仕入債務の増減額（△は減少） △17,619 116,105

その他 22,676 36,825

小計 671,598 14,755

利息及び配当金の受取額 21,298 17,766

法人税等の支払額 △471,250 △1,145

営業活動によるキャッシュ・フロー 221,646 31,376

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 △46,618 △5,756

投資有価証券の取得による支出 △54,850 △3,120

その他 △5,386 △9,618

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,854 △18,495

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 － 2,051

自己株式の取得による支出 △241,806 －

配当金の支払額 △252,456 △246,084

財務活動によるキャッシュ・フロー △494,262 △244,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △379,470 △231,151

現金及び現金同等物の期首残高 3,359,927 3,477,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,980,457 3,246,647
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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