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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 5,832 △19.4 1,048 △5.3 1,087 △5.1 647 41.6
21年3月期第3四半期 7,235 ― 1,107 ― 1,146 ― 457 ―

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3四半期 10,517.38 10,514.58
21年3月期第3四半期 7,319.83 7,317.43

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3四半期 7,388 6,474 86.9 104,391.34
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3四半期  6,423百万円 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  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 7,900 △3.0 1,320 22.6 1,360 21.5 820 104.5 13,326.18
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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3四半期 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3四半期  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3四半期 61,531株 21年3月期第3四半期 62,939株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 平成21年４月23日に公表いたしました業績予想数値を今回上記の通り変更しております。 
(2) 業績予想の背景、前提条件等の説明については、３ページ記載の【定性的情報・財務諸表等】「3.業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 
(3) 業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。 

2



当第３四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。 

電子部品業界におきましては、Ｗｉｎｄｏｗｓ７搭載のパソコンや液晶テレビなどの出荷が好調に推移
し、これらが牽引役となって半導体などの需要が第２四半期に引き続いて回復してきました。 
 当社におきましては、例年の年末商戦に向けた需要増はさほど大きくなかったものの、金の使用量を大
幅に削減することのできるコネクタ向け硬質金めっき薬品の拡販が順調に推移し、加えて半導体搭載用パ
ッケージ基板やフレキシブル基板の需要回復に支えられ、これら用途のめっき薬品の販売が堅調に推移し
ました。 
 その結果、当第３四半期累計期間における売上高は5,832,198千円（前年同四半期比19.4％減）、営業
利益は1,048,995千円（前年同四半期比5.3％減）、経常利益は1,087,873千円（前年同四半期比5.1％
減）、四半期純利益は647,147千円（前年同四半期比41.6％増）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2,337,381千円（前年同四半期比21.2％
減）、コネクタ・マイクロスイッチ用1,559,803千円（前年同四半期比11.5％減）、リードフレーム用
1,475,113千円（前年同四半期比15.6％減）、その他459,899千円（前年同四半期比39.4％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144,033千円増加し4,729,439千円となりました。これは主に受取手

形及び売掛金が771,358千円増加、たな卸資産が129,063千円増加したものの、現金及び預金が541,427千
円減少、未収還付法人税等が232,409千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871,406千円増加し、2,659,401千円となりました。これは主に投資
有価証券が993,971千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1,015,439千円増加し7,388,840千円となりました。 
(負債) 
流動負債は、前事業年度末に比べて469,518千円増加し682,621千円となりました。これは支払手形及び

買掛金が102,430千円、未払法人税等が366,031千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92,265千円増加し231,705千円となりました。これは主に繰延税金
負債が86,305千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561,784千円増加し914,327千円となりました。 
(純資産) 
純資産合計は、前事業年度末に比べて453,655千円増加し6,474,513千円となりました。これは主に利益

剰余金が154,932千円増加、その他有価証券評価差額金が280,881千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３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,936,369千円となり、前事業年度末と

比較して541,429千円の減少となりました。 
当第３四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507,442千円の収入（前年同

四半期比43.5％減）となりました。主なプラス要因は、税引前四半期純利益1,082,585千円、仕入債務の
増加額102,430千円及び法人税等の還付額233,906千円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額
771,357千円、たな卸資産の増加額129,062千円、法人税等の支払額107,873千円等であります。 
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は558,698千円の支出(前年同四半期比53.9％増)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520,388千円、有形固定資産の取得による支出21,564千
円によるものです。 
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は490,174千円の支出(前年同四半期比46.9％減)となりまし

た。主な要因は、配当金の支払額492,216千円によるものです。 

  

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
Ｓｍａｒｔ Ｃｅｌｌ Ｐｈｏｎｅなどの新しい市場セグメントが牽引役となり、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順調に回復しております。 
 このような当社を取り巻く事業環境と収益状況を踏まえた結果、平成22年３月期の通期業績予想を修正
しております。 
  

【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

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,937,121 3,478,548

受取手形及び売掛金 1,452,154 680,796

商品及び製品 149,034 66,097

原材料及び貯蔵品 140,770 94,644

未収還付法人税等 － 232,409

その他 50,357 32,908

流動資産合計 4,729,439 4,585,406

固定資産   

有形固定資産 101,253 120,648

無形固定資産 24,079 27,838

投資その他の資産   

投資有価証券 2,002,273 1,008,302

その他 531,795 631,205

投資その他の資産合計 2,534,068 1,639,507

固定資産合計 2,659,401 1,787,994

資産合計 7,388,840 6,373,400

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 193,374 90,944

未払法人税等 366,031 －

賞与引当金 33,000 63,000

その他 90,215 59,158

流動負債合計 682,621 213,103

固定負債   

繰延税金負債 86,305 －

役員退職慰労引当金 145,400 139,440

固定負債合計 231,705 139,440

負債合計 914,327 352,543

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 4,331,256 4,176,324

自己株式 △421,730 △421,730

株主資本合計 6,211,603 6,054,620

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 211,909 △68,972

評価・換算差額等合計 211,909 △68,972

新株予約権 51,000 35,209

純資産合計 6,474,513 6,020,857

負債純資産合計 7,388,840 6,373,400
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,235,785 5,832,198

売上原価 5,377,972 4,079,978

売上総利益 1,857,813 1,752,220

販売費及び一般管理費 750,156 703,225

営業利益 1,107,657 1,048,995

営業外収益   

受取利息 5,575 750

受取配当金 31,978 23,277

有価証券利息 － 6,255

還付加算金 － 6,969

その他 3,229 1,677

営業外収益合計 40,782 38,929

営業外費用   

その他 1,709 51

営業外費用合計 1,709 51

経常利益 1,146,730 1,087,873

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 － 6,605

投資有価証券評価損 386,453 －

特別損失合計 386,453 7,187

税引前四半期純利益 760,277 1,082,585

法人税、住民税及び事業税 418,006 467,894

法人税等調整額 △114,735 △32,457

法人税等合計 303,270 435,437

四半期純利益 457,006 647,147
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 760,277 1,082,585

減価償却費 62,925 46,665

投資有価証券評価損益（△は益） 386,453 －

受取利息及び受取配当金 △37,553 △30,282

売上債権の増減額（△は増加） 834,665 △771,357

たな卸資産の増減額（△は増加） 116,510 △129,062

仕入債務の増減額（△は減少） △357,607 102,430

その他 8,220 51,589

小計 1,773,891 352,567

利息及び配当金の受取額 37,553 28,842

法人税等の支払額 △913,368 △107,873

法人税等の還付額 － 233,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 898,076 507,442

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 △67,672 △21,564

投資有価証券の取得による支出 △284,506 △520,388

その他 △10,921 △16,745

投資活動によるキャッシュ・フロー △363,099 △558,698

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 △421,730 －

配当金の支払額 △502,004 △492,216

財務活動によるキャッシュ・フロー △922,466 △490,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △387,489 △541,429

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 2,972,437 2,936,369
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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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