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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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2四半期 15,163 △18.7 △504 ― △577 ― △1,841 ―

21年3月期第2四半期 18,659 ― 939 ― 606 ― 460 ―

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2四半期 △52.63 ―

21年3月期第2四半期 13.16 13.14

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2四半期 50,587 37,498 73.8 1,066.52
21年3月期 47,771 39,360 82.1 1,120.37

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  37,320百万円 21年3月期  39,205百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― ― ―

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 28,200 △4.4 △1,500 ― △1,650 ― △3,000 ― △85.73
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期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（四半期連結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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲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。尚、通期業績の予想については、平成21年6月26日発表の予想数値を修正しておりま
す。詳細については、本日発表の「第2四半期累計期間実績及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照願います。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2四半期 34,994,424株 21年3月期  34,994,424株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,937株 21年3月期  1,359株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 34,992,782株 21年3月期第2四半期 34,992,909株
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第 2 四半期連結累計期間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

的な金融不安が、各国政府による景気刺激策の効果などにより徐々に解消されつつあるとされ、

一部で輸出や生産に持ち直しの動きが見えるものの、企業収益や雇用情勢において引き続き厳し

い状況が続いています。 
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

の低迷と大幅な円高による影響を大きく受けました。 
当第 2 四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、151 億 63 百万円（前年同期比

18.7%減）となりました。損益面につきましては、営業損失 5 億 4 百万円、経常損失 5 億 77 百

万円、四半期純損失 18 億 41 百万円となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第 2 四半期連結累計期間末の総資産は、前期末に比較して 28 億 16 百万円増加し 505 億 87

百万円となりました。 
流動資産については、前期末に比較して 52 億 39 百万円の増加となりました。これは、前期末

に比較して売上げが好転したことから受取手形及び売掛金が 21 億円増加したことと、投資有価

証券の売却による現金及び預金の増加 15 億７百万円、資産運用を目的とした有価証券 19 億 94
百万円の取得等によります。 
固定資産については、投資有価証券の売却や新たな設備投資が少なかったこと等から 24 億 23

百万円の減少となりました。 
負債は、前期末に比較して 46 億 78 百万円増加し 130 億 89 百万円となりました。 
流動負債については、支払手形及び買掛金が 31 億 70 百万円増加したこと等から、30 億 12 百

万円増加しました。 
固定負債については、セール・アンド・リースバックを実施したことによるリース債務の増加

等により 16 億 65 百万円増加しました。 
純資産は、利益剰余金の減少により前期末に比較して 18 億 62 百万円減少し 374 億 98 百万円

となりました。 
 

（キャッシュ・フローについて） 
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は 52 億 66 百万円となり、前年同期

に比較して 24 億 92 百万円増加しました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失 17 億 48 百万円を計上いた

しましたが、売上債権の増加 21 億 15 百万円、仕入債務の増加 31 億 70 百万円等により 26 億

88 百万円の収入となり、前年同期に比較して 10 億 99 百万円増加しました。 
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（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、投資有価証券の売却による収入がありましたが、その

資金運用を目的とした定期預金の預入、有価証券の取得等から 18 億 11 百万円の支出となり、前

年同期に比較して 22 億 32 百万円支出が減少しました。 
（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、機械装置の一部についてセール・アンド・リースバッ

クを行ったこと等から 8 億 41 百万円の収入となり、前年同期に比較して 4 億 88 百万円増加し

ました。 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後も世界的な金融・経済危機による景気停滞と円高傾向が長引くものと思われ、不透明感は

ぬぐえません。当社グループは、引き続き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す。 
通期の業績予想につきましては、本日修正を発表しております。詳細につきましては、本日発

表の「第 2 四半期累計期間実績及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照願います。尚、

第 2 四半期連結累計期間終了後に、台湾の新揚科技股份有限公司について、同社株式の第三者割

当増資の引受により子会社としております。この子会社化による業績等への影響につきましては、

軽微であります。 
 
４．その他 
（1） 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 
（2） 簡便な会計処理及び四半期連結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 四半期連結累計期間を含む連結会計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見積実

効税率を乗じて計算しております。法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算

項目を重要なものに限定する方法によっております。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） 四半期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 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規

制」（平成 19 年内閣府令第 64 号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作

成しております。 

なお、前第 2 四半期連結累計期間（平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 9 月 30 日まで）は、

改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第 2 四半期連結累計期間（平成 21 年 4 月 1

日から平成 21 年 9 月 30 日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,251,079 4,744,027

受取手形及び売掛金 7,355,060 5,254,417

有価証券 1,994,400 －

商品及び製品 3,032,971 3,174,025

仕掛品 1,307,730 1,383,394

原材料及び貯蔵品 1,565,255 1,460,110

その他 1,191,785 1,405,612

貸倒引当金 △197,131 △159,864

流動資産合計 22,501,152 17,261,721

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,988,300 8,324,744

機械装置及び運搬具（純額） 4,367,368 6,960,826

その他（純額） 3,723,866 1,917,544

有形固定資産合計 16,079,534 17,203,115

無形固定資産   

のれん 56,944 66,435

その他 86,065 90,897

無形固定資産合計 143,009 157,333

投資その他の資産   

投資有価証券 9,129,843 12,918,532

その他 3,088,196 628,858

貸倒引当金 △353,986 △398,037

投資その他の資産合計 11,864,053 13,149,353

固定資産合計 28,086,598 30,509,802

資産合計 50,587,750 47,771,524
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,580,803 3,409,863

短期借入金 294,000 1,037,000

1年内返済予定の長期借入金 507,400 501,400

未払法人税等 128,234 63,097

賞与引当金 476,168 447,071

役員賞与引当金 2,021 6,024

製品保証引当金 192,159 42,148

その他 1,191,087 852,369

流動負債合計 9,371,875 6,358,975

固定負債   

長期借入金 1,522,140 1,749,340

退職給付引当金 28,516 28,034

その他 2,166,790 274,366

固定負債合計 3,717,446 2,051,740

負債合計 13,089,322 8,410,716

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,117,256 7,117,256

資本剰余金 6,229,282 6,229,282

利益剰余金 23,990,887 26,112,651

自己株式 △1,049 △733

株主資本合計 37,336,375 39,458,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 301,151 169,297

為替換算調整勘定 △317,281 △422,706

評価・換算差額等合計 △16,129 △253,409

新株予約権 163,133 141,479

少数株主持分 15,047 14,281

純資産合計 37,498,428 39,360,808

負債純資産合計 50,587,750 47,771,524
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 18,659,689 15,163,234

売上原価 15,929,044 14,234,032

売上総利益 2,730,644 929,202

販売費及び一般管理費 1,791,223 1,434,151

営業利益又は営業損失（△） 939,421 △504,949

営業外収益   

受取利息 15,733 8,725

受取配当金 18,718 13,076

持分法による投資利益 － 221,658

受取技術料 53,100 －

受取賃貸料 36,347 －

その他 37,773 123,145

営業外収益合計 161,672 366,605

営業外費用   

支払利息 5,653 37,503

持分法による投資損失 314,025 －

為替差損 － 112,265

支払補償費 44,139 －

貸倒引当金繰入額 59,642 －

製品保証引当金繰入額 － 192,159

その他 71,420 96,776

営業外費用合計 494,882 438,705

経常利益又は経常損失（△） 606,211 △577,049

特別利益   

固定資産売却益 855 22

投資有価証券売却益 84,138 －

貸倒引当金戻入額 － 51,977

その他 5,959 5,308

特別利益合計 90,953 57,309

特別損失   

固定資産売却損 486 －

固定資産除却損 13,545 －

減損損失 2,110 －

投資有価証券売却損 － 1,051,796

投資有価証券評価損 15,158 －

その他 5,044 176,723

特別損失合計 36,345 1,228,520

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

660,819 △1,748,260

法人税等 200,171 92,595

少数株主利益 197 766

四半期純利益又は四半期純損失（△） 460,450 △1,841,621
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

660,819 △1,748,260

減価償却費 1,180,639 1,413,139

減損損失 2,110 －

のれん償却額 12,013 9,490

株式報酬費用 29,754 26,213

新株予約権戻入益 △1,385 △4,558

貸倒引当金の増減額（△は減少） 179,681 △6,784

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,331 29,097

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 150,010

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,613 △4,002

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 481

受取利息及び受取配当金 △34,451 △21,801

支払利息 5,653 37,503

為替差損益（△は益） △24,392 84,481

持分法による投資損益（△は益） 314,025 △221,658

持分変動損益（△は益） △4,567 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △84,138 1,051,796

投資有価証券評価損益（△は益） 28,748 162,713

固定資産売却損益（△は益） △369 －

有形固定資産除却損 － 2,853

売上債権の増減額（△は増加） 233,224 △2,115,600

たな卸資産の増減額（△は増加） 112,389 111,571

仕入債務の増減額（△は減少） △1,041,213 3,170,939

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,237 184,493

その他の資産の増減額（△は増加） △151,248 150,312

その他の負債の増減額（△は減少） 65,684 90,639

その他 490 △22

小計 1,394,285 2,553,050

利息及び配当金の受取額 301,028 198,945

利息の支払額 △6,180 △36,776

法人税等の支払額 △99,867 △26,400

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,589,266 2,688,819
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △140,000 △2,690,000

定期預金の払戻による収入 20,000 339,999

有価証券の取得による支出 － △1,993,903

有形固定資産の取得による支出 △3,714,130 △379,782

有形固定資産の売却による収入 2,994 1,038

無形固定資産の取得による支出 △3,050 △3,490

投資有価証券の取得による支出 △250,287 △527,786

投資有価証券の売却による収入 126,618 3,448,569

貸付けによる支出 △86,892 △6,764

貸付金の回収による収入 － 322

その他 298 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,044,448 △1,811,797

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） △5,000 △743,000

長期借入れによる収入 1,000,000 30,000

長期借入金の返済による支出 △33,560 △251,200

リース債務の返済による支出 △515 △119,625

セール・アンド・リースバックによる収入 － 2,204,771

自己株式の取得による支出 △525 △316

配当金の支払額 △628,030 △278,789

少数株主からの払込みによる収入 21,028 －

少数株主への配当金の支払額 － △197

その他 △13 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 353,382 841,642

現金及び現金同等物に係る換算差額 19,792 △61,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,082,007 1,657,052

現金及び現金同等物の期首残高 4,856,007 3,609,027

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,774,000 5,266,079
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

工業用素材等製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

工業用素材等製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年９月30日）  

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,793,667  31,855  29,807  3,855,330

Ⅱ 連結売上高（千円）        9,929,652

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 38.2  0.3  0.3  38.8

  アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,051,618  301,377  5,187  3,358,183

Ⅱ 連結売上高（千円）        8,168,943

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 37.4  3.7  0.0  41.1

  アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  6,539,710  59,307  36,870  6,635,889

Ⅱ 連結売上高（千円）        18,659,689

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 35.1  0.3  0.2  35.6
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当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１．地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は下記のとおりであります。 

アジア地域   韓国、中国、台湾、マレーシア等 

北米地域    米国、カナダ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域に対する売上高（間接輸出を含む）でありま

す。 

   

 該当事項はありません。 

  

  アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  5,551,350  729,005  9,171  6,289,527

Ⅱ 連結売上高（千円）        15,163,234

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 36.6  4.8  0.1  41.5

（６）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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