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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7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6月期第1四半期 4,864 △38.5 791 △10.1 769 △11.1 822 61.5
21年6月期第1四半期 7,906 ― 880 ― 865 ― 509 ―

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6月期第1四半期 282.13 280.47
21年6月期第1四半期 175.04 173.39

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6月期第1四半期 17,504 5,647 32.3 1,935.44
21年6月期 17,364 4,878 28.1 1,673.25

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  5,647百万円 21年6月期  4,878百万円

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6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

8,374 △40.6 868 △36.3 753 △41.4 753 △0.8 258.62

通期 17,000 △21.8 1,806 ― 1,576 ― 1,536 ― 527.54



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  無  

(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） 

[（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。] 

(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 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 2,919,206株 21年6月期  2,917,006株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  1,404株 21年6月期  1,354株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 2,918,271株 21年6月期第1四半期 2,910,206株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異
なる場合があります。なお、上記業績予想の利用にあたっては、４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下さい。 



  業績の状況 

 当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、省エネ車への買い替え促進策や省エネ家電購入に対するエコ

ポイント付与などをはじめとする政府の経済対策や、中国の経済対策に伴う輸出需要の回復などもあり、徐々に

底打ちの兆しが見え始めました。しかしながら、一方では米国の個人消費低迷の長期化懸念や円高傾向もあり、

先々の景気の回復については不透明な状況が続きました。 

 このような経済環境ではありましたが、各種電子部品や電子デバイスの急激かつ急速な在庫調整の後、適正な

在庫水準への復元の動きや中国向けをはじめとして輸出需要回復の動きも出はじめ、当社の受注も回復に向かい

ました。とくに主力製品の一つであるＨＤの垂直磁気記録方式用ルテニウムターゲットや携帯電話の電子部品向

け金ターゲットの需要の回復は大きく、新製品であるタッチパネル方式携帯電話の配線向け銀合金ターゲットの

受注も堅調に推移いたしました。また、ＬＥＤ基盤製造のための単結晶育成装置向けのイリジウムルツボの受注

も回復いたしました。 

 その結果、当第１四半期会計期間において、売上高4,864百万円（前年同四半期比38.5％減）、売上総利益 

1,212百万円（前年同四半期比8.0％減）、営業利益791百万円（前年同四半期比10.1%減）、経常利益769百万円

（前年同四半期比11.1％減）、四半期純利益822百万円（前年同四半期比61.5%増）となりました。 

 なお、部門別の業績は以下の通りであります。 

  

①部門別の業績 

[電子部門] 

 ＬＥＤ製造用単結晶製造装置向けのイリジウムルツボ等の受注が回復し、低迷していた光学ガラス溶解装置関

連需要も漸く動きはじめ、売上高1,860百万円（前年同四半期比18.5％減）売上総利益489百万円（前年同四半期

比81.1％増）を計上いたしました。 

[薄膜部門] 

 ＨＤ向けルテニウムターゲットの受注が回復し、同ターゲットのリサイクルに伴う回収・精製の受注も回復を

見せました。また、携帯電話用電子部品向け金ターゲットの受注、新製品であるタッチパネル方式携帯電話の配

線向け銀合金ターゲットの受注も堅調に推移し、売上高2,200百万円（前年同四半期比43.2％減）、売上総利益

539百万円（前年同四半期比24.7％減）を計上いたしました。  

[センサー部門]  

 半導体市況の本格的な回復には時間を要するとの見通しから半導体製造装置の出荷は当第１四半期も低迷し、

同装置向けの温度センサーの受注も低調に推移いたしましたが、台湾、中国向けの受注を取り込み、売上高236

百万円（前年同四半期比41.6％減）売上総利益74百万円（前年同四半期比31.5％減）を計上いたしました。 

[その他部門] 

 化学・化成品プラント向け触媒製造用材料や電極材料としての貴金属化合物の需要は引き続き低迷いたしまし

た。精製・回収受託需要（リサイクル需要）などの取り込みにも注力いたしましたが、売上高568百万円（前年

同四半期比57.8％減）、売上総利益110百万円（前年同四半期比50.2％減）の計上に留まりました。 

  

②海外売上  

 当第１四半期会計期間における輸出売上高は812百万円（前年同四半期比48.7％減、総売上に対する割合は

16.7％）となりました。地域別にはアジア向け輸出売上は690百万円（前年同四半期比45.3％減、海外売上に対

する割合は85.1％）、北米向け輸出売上高は115百万円（前年同四半期比62.8％減、海外売上に対する割合は

14.2％）、欧州向け輸出売上高は５百万円（前年同四半期比50.0％減、海外売上に対する割合は0.7％）となり

ました。  

  

（１）当第１四半期会計期間末における総資産は17,504百万円（前事業年度末比140百万円の増加）、負債11,856

百万円（前事業年度末比630百万円の減少）、純資産は5,647百万円（前事業年度末比769百万円の増加）と

なりました。 

    ①流動資産 

 当第１四半期会計期間末における流動資産残高は11,900百万円となり、前事業年度末比239百万円増加いたし

した。これはたな卸資産が166百万円、未収消費税が470百万円、それぞれ減少いたしましたが、現金及び預金が

160百万円、受取手形及び売掛金が655百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。 

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



    ②固定資産 

 当第１四半期会計期間末における固定資産残高は5,603百万円となり、前事業年度末比99百万円減少いたしま

した。これは減価償却費136百万円が主な要因であります。 

    ③流動負債 

 当第１四半期会計期間末における流動負債残高は9,304百万円となり、前事業年度末比482百万円減少いたしま

した。これは支払手形及び買掛金が339百万円、短期借入金が280百万円、それぞれ減少したことが主な要因であ

ります。 

    ④固定負債 

 当第１四半期会計期間末における固定負債残高は2,552百万円となり、前事業年度末比147百万円減少いたしま

した。これは長期借入金が160百万円減少したことが主な要因であります。 

    ⑤純資産                                              

 当第１四半期会計期間末における純資産残高は5,647百万円となり、前事業年度末比769百万円増加いたしまし

た。これは利益剰余金が764百万円増加したことが主な要因であります。 

(２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末比159百万

円増加し、489百万円となりました。  

     なお、当第１四半期会計期間における項目別のキャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

    ［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

     営業活動により得られた資金は694百万円(前年同四半期は1,129百万円の獲得）となりました。 

これは主に、キャッシュ・フローの減少要因として、売上債権の増加が666百万円、仕入債務の減少が278百万円

ありましたが、キャッシュ・フローの増加要因として、税引前四半期純利益が768百万円、減価償却費が136百万

円、未収消費税の減少が470百万円、たな卸資産の減少が166百万円あったことによるものです。 

    ［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

     投資活動に使用した資金は40百万円（前年同四半期は146百万円の使用）となりました。 

    これは有形固定資産の取得による支出が37百万円あったことが主な要因であります。 

    ［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

     財務活動に使用した資金は495百万円（前年同四半期は626百万円の使用）となりました。 

これは短期借入金の返済が280百万円、長期借入金の返済が160百万円あり、また配当金の支払いが58百万円あっ

たことによるものであります。 

  

      

 当第１四半期会計期間の業績実績数値のうちで、経常利益及び純利益が「平成21年８月14日付平成21年６月期

決算短信（非連結）」で発表しております第２四半期累計期間の業績予想値を上回っておりますが、第２四半期

累計期間の業績予想につきましては、今後、必要に応じて修正を検討して参ります。 

 なお、通期の業績予想につきましては、「平成21年８月14日付平成21年６月期決算短信（非連結）」で発表し

ております計画から変更はありません。   

  

  

①簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。  

  

  

   ①棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 当社は、原材料の評価方法について、従来、時価のあるものは後入先出法による低価法、時価のないものは後

入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっておりまし

たが「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成20年９月26日改正）が平成22年３月31日

以前に開始する事業年度から適用できることになったことに伴い、当第１四半期会計期間より時価のあるものは

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

（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



総平均法による低価法、時価のないものは総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

    また、これに応じて製品、仕掛品の評価基準及び評価方法を個別法による低価法から材料費部分は総平均法に

よる低価法、加工費部分は個別法による原価法に変更しております。 

    この結果、従来の方法によった場合と比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそ

れぞれ 1,069百万円増加しております。 

    ②税金費用の計算方法の変更 

    従来、税金費用については、四半期会計期間を含む事業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したが、当第１四

半期会計期間より、年度決算と同様の方法にて計算する方法に変更しております。これは前期において、たな卸

資産の評価減を行ったことに伴い、前期末において税務上の繰越欠損金が発生したことにより、年度決算と同様

の方法で税金費用を計算する必要があると判断したことによるものであります。 

    なお、この変更により、四半期純利益に与える影響はありません。  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 499 339

受取手形及び売掛金 2,582 1,928

商品及び製品 590 306

仕掛品 820 615

原材料及び貯蔵品 6,812 7,468

前払費用 51 44

繰延税金資産 40 －

未収消費税等 19 489

未収還付法人税等 457 457

その他 25 11

流動資産合計 11,900 11,661

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,233 2,277

構築物（純額） 79 83

機械及び装置（純額） 1,132 1,190

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品（純額） 26 29

土地 1,612 1,612

リース資産（純額） 41 33

建設仮勘定 20 20

有形固定資産合計 5,148 5,247

無形固定資産 151 151

投資その他の資産 303 303

固定資産合計 5,603 5,702

資産合計 17,504 17,364



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 979 1,318

短期借入金 5,900 6,180

1年内返済予定の長期借入金 1,854 1,854

リース債務 11 8

未払金 270 209

未払法人税等 4 －

賞与引当金 83 26

設備関係未払金 26 28

繰延税金負債 － 15

その他 175 144

流動負債合計 9,304 9,786

固定負債   

長期借入金 2,193 2,354

リース債務 36 27

退職給付引当金 162 158

役員退職慰労引当金 155 155

その他 4 4

固定負債合計 2,552 2,699

負債合計 11,856 12,486

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,898 1,896

新株式申込証拠金 － 0

資本準備金 1,867 1,865

利益準備金 9 9

別途積立金 80 80

繰越利益剰余金 1,799 1,034

自己株式 △5 △4

株主資本合計 5,650 4,882

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 △3

評価・換算差額等合計 △3 △3

純資産合計 5,647 4,878

負債純資産合計 17,504 17,364



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,906 4,864

売上原価 6,588 3,652

売上総利益 1,317 1,212

販売費及び一般管理費 437 420

営業利益 880 791

営業外収益   

受取利息 0 0

デリバティブ評価益 16 9

助成金収入 15 12

雑収入 3 5

営業外収益合計 35 27

営業外費用   

支払利息 42 38

為替差損 7 11

雑損失 0 －

営業外費用合計 50 50

経常利益 865 769

特別損失   

役員退職慰労金 － 0

固定資産除却損 － 0

投資有価証券評価損 7 －

特別損失合計 7 0

税引前四半期純利益 858 768

法人税等 349 －

法人税、住民税及び事業税 － 3

法人税等調整額 － △57

四半期純利益 509 822



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７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 858 768

減価償却費 163 136

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 42 38

為替差損益（△は益） 7 11

売上債権の増減額（△は増加） 807 △666

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,039 166

仕入債務の増減額（△は減少） 649 △278

未収消費税等の増減額（△は増加） 422 470

その他 3 85

小計 1,915 732

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △41 △37

法人税等の支払額 △744 △1

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,129 694

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 △128 △37

その他 △17 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △146 △40

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） △600 △280

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 △267 △160

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △58 △58

その他 － 4

財務活動によるキャッシュ・フロー △626 △495

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 347 159

現金及び現金同等物の期首残高 912 329

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,259 489



 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



設備の新設、除却等の計画 

  

 前事業年度に、計画中であった土浦工場の精製・回収棟及び精製・回収設備の新設について、延期することを公表

いたしておりましたが、建屋等の一部着工計画の再開を決定いたしました。 

  

６．その他の情報
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