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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,726 △34.4 671 △25.1 698 △24.5 417 △24.2
21年3月期第2四半期 5,682 ― 896 ― 924 ― 551 ―

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 6,791.20 6,789.34
21年3月期第2四半期 8,821.77 8,816.15

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

22年3月期第2四半期 7,443 6,519 87.0 105,205.83
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2四半期  6,473百万円 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
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 ― 4,000.00 ― 4,000.00 8,000.00
22年3月期 ― 4,000.00
22年3月期 

（予想）
― 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  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

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、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） 

(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2四半期 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2四半期  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2四半期 61,530株 21年3月期第2四半期 62,530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２四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。 

昨年の世界同時不況の後、パソコン、携帯電話、薄型テレビなどの需要回復に伴い、電子部品業界にお
きましては、在庫調整が一段落し、半導体などの需要が回復しつつあります。 
 当社におきましては、一昨年の好調時の販売量までには及んでいないものの、Ｎｅｔｂｏｏｋ ＰＣやＳ
ｍａｒｔ Ｃｅｌｌ Ｐｈｏｎｅなどの新しい市場セグメントが牽引役となり、特に海外市場において半導
体パッケージ基板やマザーボード向けの貴金属めっき薬品の販売が堅調でした。 
 また、新しく開発に成功した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拡販も順
調に推移しました。 
 さらに、鉛フリーはんだへの移行が引き続き多くのアプリケーションに浸透し、リードフレーム向けパ
ラジウムめっき薬品の販売が堅調でした。 
 その結果、当第２四半期累計期間における売上高は3,726,398千円（前年同四半期比34.4％減）、営業
利益は671,337千円（前年同四半期比25.1％減）、経常利益は698,054千円（前年同四半期比24.5％減）、
四半期純利益は417,864千円（前年同四半期比24.2％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1,538,084千円（前年同四半期比29.7％
減）、コネクタ・マイクロスイッチ用986,782千円（前年同四半期比29.3％減）、リードフレーム用
931,623千円（前年同四半期比36.5％減）、その他269,905千円（前年同四半期比57.3％減）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631,502千円増加し5,216,908千円となりました。これは主に現金及

び預金が196,055千円増加、受取手形及び売掛金が624,458千円増加したものの、未収還付法人税等が
6,969千円減少したことによるものであります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べて438,211千円増加し、2,226,205千円となりました。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546,034千円増加したことによるものでありま
す。 
 この結果、総資産は前事業年度末に比べて1,069,713千円増加し7,443,114千円となりました。 
(負債) 
流動負債は、前事業年度末に比べて458,557千円増加し671,660千円となりました。これは支払手形及び

買掛金が109,770千円、未払法人税等が329,821千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112,045千円増加し251,485千円となりました。これは主に繰延税金
負債が111,365千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570,603千円増加し923,146千円となりました。 
(純資産) 
純資産合計は、前事業年度末に比べて499,109千円増加し6,519,967千円となりました。これは主にその

他有価証券評価差額金が314,150千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２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,673,852千円となり、前事業年度末と

比較して196,053千円の増加となりました。 
当第２四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は480,327千円の収入（前年同

四半期比2.9％減）となりました。主なプラス要因は、税引前四半期純利益699,235千円、仕入債務の増加
額109,770千円、及び法人税等の還付額232,761千円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額
624,458千円等であります。 
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は40,232千円の支出(前年同四半期比63.9％の減)となりまし

た。主な要因は、投資有価証券の取得による支出16,361千円、有形固定資産の取得による支出7,512千円
によるものです。 
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は244,042千円の支出(前年同四半期比50.5％減)となりまし

た。主な要因は、配当金の支払額246,084千円等によるものです。 

  

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。 

  

・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
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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。 
  

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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 3,674,604 3,478,548

受取手形及び売掛金 1,305,254 680,796

商品及び製品 66,254 66,097

原材料及び貯蔵品 107,002 94,644

未収還付法人税等 － 232,409

その他 63,792 32,908

流動資産合計 5,216,908 4,585,406

固定資産   

有形固定資産 112,741 120,648

無形固定資産 26,687 27,838

投資その他の資産   

投資有価証券 1,554,336 1,008,302

その他 532,439 631,205

投資その他の資産合計 2,086,776 1,639,507

固定資産合計 2,226,205 1,787,994

資産合計 7,443,114 6,373,400

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 200,714 90,944

未払法人税等 329,821 －

賞与引当金 66,000 63,000

その他 75,124 59,158

流動負債合計 671,660 213,103

固定負債   

繰延税金負債 111,365 －

役員退職慰労引当金 140,120 139,440

固定負債合計 251,485 139,440

負債合計 923,146 352,543

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 4,348,105 4,176,324

自己株式 △421,730 △421,730

株主資本合計 6,228,452 6,054,620

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 245,178 △68,972

評価・換算差額等合計 245,178 △68,972

新株予約権 46,337 35,209

純資産合計 6,519,967 6,020,857

負債純資産合計 7,443,114 6,373,400
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 5,682,844 3,726,398

売上原価 4,278,380 2,580,546

売上総利益 1,404,463 1,145,851

販売費及び一般管理費 507,982 474,514

営業利益 896,481 671,337

営業外収益   

受取利息 5,547 725

受取配当金 20,479 14,523

有価証券利息 － 4,794

還付加算金 － 6,969

その他 2,719 725

営業外収益合計 28,745 27,738

営業外費用   

為替差損 － 1,001

その他 1,096 19

営業外費用合計 1,096 1,020

経常利益 924,130 698,054

特別利益   

受取保険金 － 1,899

特別利益合計 － 1,899

特別損失   

固定資産売却損 － 582

固定資産除却損 － 136

特別損失合計 － 718

税引前四半期純利益 924,130 699,235

法人税、住民税及び事業税 372,679 324,616

法人税等調整額 △179 △43,245

法人税等合計 372,499 281,370

四半期純利益 551,631 417,864

日本高純度化学株式会社（4973）平成22年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

6



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 924,130 699,235

減価償却費 39,918 29,533

受取利息及び受取配当金 △26,026 △20,043

売上債権の増減額（△は増加） 195,328 △624,458

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,865 △12,514

仕入債務の増減額（△は減少） △139,413 109,770

その他 21,730 47,672

小計 939,803 229,196

利息及び配当金の受取額 26,026 18,369

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △471,250 232,761

営業活動によるキャッシュ・フロー 494,579 480,327

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 △49,004 △7,512

投資有価証券の取得による支出 △53,509 △16,361

その他 △9,075 △16,358

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,589 △40,232

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 2,041

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 △492,994 △244,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,004 196,053

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 3,249,923 3,673,852
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該当事項はありません。 

  

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
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