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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 12,741 △39.7 55 △97.7 179 △92.6 95 △94.2

21年3月期第2四半期 21,125 ― 2,376 ― 2,423 ― 1,656 ―

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 3.27 ―

21年3月期第2四半期 56.01 55.98

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 46,076 41,658 89.9 1,419.02
21年3月期 45,969 41,451 89.7 1,413.55

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  41,410百万円 21年3月期  41,235百万円

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 ― 20.00 ― 10.00 30.00

22年3月期 ― 15.00

22年3月期 
（予想）

― 15.00 30.00

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  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 26,430 △22.5 660 △57.4 820 △50.2 500 △16.7 17.13



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・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 

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あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で掲載しておりましたが、当連結会計年度より百万円
単位をもって掲載することに変更しました。なお、比較を容易にするため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度についても、百万円単位に組替
え表示しております。 

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 30,699,500株 21年3月期  30,699,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,517,064株 21年3月期  1,527,962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 29,177,343株 21年3月期第2四半期 29,583,711株



当第２四半期連結累計期間における世界経済は、在庫調整が一段落し、各国政府の政策協調やエコポイント制導入

などの国内経済対策により、自動車の一部やデジタル家電製品の需要の伸びもあり、やや持ち直しの動きもみられま

した。しかしながら設備投資活動や個人消費の低迷など、世界経済を取り巻く環境は厳しく先行きは依然として不透

明な状況であります。 

こうした中、当社グループでは一丸となって売上の拡大を図るとともに、コスト削減に努めましたが、当第２四半

期連結累計期間の業績は、売上高12,741百万円（前年同期比39.7％減）、うち製品売上高12,558百万円（前年同期比

38.8％減）となりました。また利益面では、営業利益55百万円（前年同期比97.7％減）、経常利益179百万円（前年

同期比92.6％減）、四半期純利益95百万円（前年同期比94.2％減）にとどまりました。 

  

当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、顧客における生産調整の緩和と一部の家電

製品需要の回復などがあったものの、ラッピング材の売上高は1,451百万円（前年同期比40.8％減）、ポリシング材

の売上高は3,573百万円（前年同期比43.1％減）となりました。 

半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるＣＭＰ（化学的機械的平坦化）向け製品につきまして

も、半導体の需要回復の動きはあったものの、売上高は3,226百万円（前年同期比33.2％減）となりました。 

ハードディスク向け製品につきましては、ノートパソコンなどの需要増によりガラス基板向け製品が堅調だったも

のの、デスクトップパソコンやＨＤＤ搭載型ＤＶＤレコーダーなどの需要が伸びなかったことからアルミ基板向け製

品の回復が鈍く、売上高は1,105百万円（前年同期比46.5％減）となりました。 

シリコン切断に使用されるワイヤーソー向け製品につきましては、主に欧州において太陽電池市場が低調であった

ことから売上高は925百万円（前年同期比37.2％減）となりました。 

水晶振動子などの研磨に使われる水晶デバイス向け製品につきましては、携帯電話向け需要はあったものの市場価

格下落の影響を受け、売上高は298百万円（前年同期比18.0％減）となりました。 

溶射材につきましては、主力であるサーメット溶射材を中心に製品の拡販に努めましたが、鉄鋼・半導体などの業

界の低迷もあり、売上高は417百万円（前年同期比22.6％減）となりました。 

商品につきましては、機械等の売上減により、売上高は182百万円（前年同期比70.2％減）となりました。 

  

部門別の業績は、次のとおりであります。 

① 研磨材 

太陽電池向けシリコン切断用「ＧＣ」（炭化けい素質研磨材）の販売は、市場の減速を受け減少いたしまし

た。シリコンウェハー用ラッピング材「ＦＯ」（アルミナ質研磨材）の販売は回復しつつあるものの、前年同期

比で大きく減少し、研磨材全体で売上高3,589百万円（前年同期比39.0％減）となりました。 

② 鏡面仕上材 

シリコンウェハー用ポリシング材「ＧＬＡＮＺＯＸ」（シリカ系鏡面仕上材）、ＣＭＰスラリー「ＰＬＡＮＥ

ＲＬＩＴＥ」（シリカ系鏡面仕上材）及びハードディスク基板向けスラリー「ＤＩＳＫＬＩＴＥ」の販売は、一

部回復基調にはあるものの、前年同期比では減少し、鏡面仕上材の売上高は8,191百万円（前年同期比38.7％

減）となりました。 

③ その他の製品及び商品 

鉄鋼や半導体業界の低迷を受け、溶射材の売上高は減少しました。その他製品及び商品の売上高は全体として

960百万円（前年同期比48.9％減）となりました。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ、107百万円増加し、46,076百万円と

なりました。これは主に、売上債権が増加したことにより流動資産が1,330百万円増加したこと及び有形固定資産が

960百万円減少したこと等によるものです。 

 負債総額は、前連結会計年度末に比べ、99百万円減少し、4,418百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が167百万円減少したこと等によるものです。 

 また、純資産は前連結会計年度末に比べ、206百万円増加し、41,658百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が196百万円減少したものの、為替変動により為替換算調整勘定の借方残が321百万円減少したこと等によるもので

す。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

 平成21年10月16日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

 なお、業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報による判断及び仮定に基づき作成したもので

あり、実際の業績は今後様々な要因によって予想と異なる場合があります。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

法人税等の算定方法 

 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や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 11,607 10,095

受取手形及び売掛金 7,405 5,912

有価証券 2,403 103

商品及び製品 2,606 3,362

仕掛品 997 1,306

原材料及び貯蔵品 1,230 2,575

未収還付法人税等 80 841

その他 498 1,260

貸倒引当金 △238 △197

流動資産合計 26,591 25,260

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,118 8,297

その他（純額） 8,605 9,387

有形固定資産合計 16,724 17,685

無形固定資産 341 363

投資その他の資産   

投資有価証券 231 184

その他 2,197 2,483

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 2,420 2,659

固定資産合計 19,485 20,708

資産合計 46,076 45,969



（単位：百万円）

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 2,246 2,414

短期借入金 364 145

未払法人税等 91 76

賞与引当金 394 368

その他 994 1,159

流動負債合計 4,090 4,164

固定負債   

長期借入金 216 250

退職給付引当金 93 85

その他 17 17

固定負債合計 327 352

負債合計 4,418 4,517

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,753 4,753

資本剰余金 5,069 5,070

利益剰余金 34,482 34,679

自己株式 △2,089 △2,104

株主資本合計 42,216 42,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 65 30

為替換算調整勘定 △871 △1,193

評価・換算差額等合計 △806 △1,162

新株予約権 60 44

少数株主持分 187 172

純資産合計 41,658 41,451

負債純資産合計 46,076 45,969



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 21,125 12,741

売上原価 14,782 9,703

売上総利益 6,343 3,038

販売費及び一般管理費 3,967 2,983

営業利益 2,376 55

営業外収益   

受取利息 49 22

受取配当金 2 1

為替差益 － 15

助成金収入 － 47

その他 41 51

営業外収益合計 94 139

営業外費用   

支払利息 26 10

為替差損 8 －

その他 12 4

営業外費用合計 48 14

経常利益 2,423 179

特別利益   

前期損益修正益 － 34

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 35

特別損失   

前期損益修正損 － 2

固定資産除却損 10 22

減損損失 15 －

事業撤退損 86 －

特別損失合計 113 24

税金等調整前四半期純利益 2,309 191

法人税、住民税及び事業税 965 111

法人税等還付税額 － △51

法人税等調整額 △335 28

法人税等合計 630 88

少数株主利益 22 7

四半期純利益 1,656 95



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 2,309 191

減価償却費 1,562 1,231

長期前払費用償却額 6 6

株式報酬費用 16 16

事業撤退損失 86 －

減損損失 15 －

前期損益修正損益（△は益） － △34

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 39

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9 8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 24 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 25

受取利息及び受取配当金 △52 △24

支払利息 26 10

為替差損益（△は益） 7 8

固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 10 22

売上債権の増減額（△は増加） 389 △1,406

仕入債務の増減額（△は減少） △206 △263

たな卸資産の増減額（△は増加） △779 2,581

未払金の増減額（△は減少） △0 △49

その他 △152 △16

小計 3,268 2,348

利息及び配当金の受取額 55 35

補助金の受取額 45 36

利息の支払額 △26 △10

事業撤退に伴う収入 － 20

法人税等の支払額 △922 △65

法人税等の還付額 － 763

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,420 3,128



（単位：百万円）

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   

定期預金の払戻による収入 － 150

有形固定資産の取得による支出 △1,916 △182

有形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △1 －

貸付けによる支出 △0 △4

貸付金の回収による収入 1 2

無形固定資産の取得による支出 △26 △30

その他 △0 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,943 △71

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） △127 209

長期借入金の返済による支出 △55 △47

自己株式の取得による支出 △754 －

ストックオプションの行使による収入 － 15

配当金の支払額 △682 △291

その他 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,620 △117

現金及び現金同等物に係る換算差額 △135 72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,277 3,011

現金及び現金同等物の期首残高 9,729 10,899

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,452 13,910



 該当事項はありません。 

  

 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）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） 

 当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の研磨材

及びその他の製品を製造・販売しておりますが、その他の製品は重要性がないため、事業の種類別セグメント

情報は記載しておりません。 

  

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） 

（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……アメリカ   アジア……マレーシア   欧州……イギリス、ドイツ 

  

（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〕

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
欧州

(百万円）
計

（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

（1）外部顧客に対

する売上高 
 15,014  2,967  1,697  1,446  21,125  －  21,125

（2）セグメント間

の内部売上高 
 2,403  706  175  －  3,285 (3,285)  －

計  17,418  3,674  1,872  1,446  24,411 (3,285)  21,125

営業利益  2,271  167  262  90  2,792 (416)  2,376

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
欧州

(百万円） 
計

（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

（1）外部顧客に対

する売上高 
 9,685  1,471  996  587  12,741  －  12,741

（2）セグメント間

の内部売上高 
 1,642  287  －  －  1,930 (1,930)  －

計  11,328  1,758  996  587  14,672 (1,930)  12,741

営業利益又は営業

損失（△） 
 475  △181  60  43  397 (342)  55



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） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

（1）北米………アメリカ、カナダ 

（2）アジア……台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国 

（3）欧州………イギリス、イタリア、ドイツ 

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おける売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,871  6,314  1,752  10,938

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  21,125

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 13.6  29.9  8.3  51.8

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,298  4,930  746  6,975

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  12,741

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 10.2  38.7  5.9  54.7

（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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