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1.  平成22年6月期第2四半期の業績（平成21年7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6月期第2四半期 10,563 △25.1 1,970 44.6 1,942 51.4 1,690 122.7
21年6月期第2四半期 14,103 ― 1,362 ― 1,283 ― 759 ―

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2四半期 579.22 575.94
21年6月期第2四半期 260.96 258.63

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2四半期 19,549 6,518 33.3 2,232.75
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2四半期  6,518百万円 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 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 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 22,163 1.9 3,610 ― 3,452 ― 2,560 ― 876.93



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2四半期 2,921,006株 21年6月期  2,917,006株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  1,444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2四半期 2,919,272株 21年6月期第2四半期 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 
１．平成21年８月14日に公表いたしました業績予想につきましては、平成22年１月28日付けにて修正しております。 
２．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。



 当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、省エネ車や省エネ家電の購入促進を図る政府の経済対策や、

中国を含むアジア向け輸出の拡大等により、製造業を中心に業績の回復傾向が見え始めました。しかしながら一

方では、雇用や個人所得の低迷による個人消費の不振からデフレ経済への懸念が強まり、米国経済も一進一退の

状況が続いていることから、二番底も懸念され、景気の先行き見通し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、国内及び中国を含むアジアにおける自動車、パソコン、家電製品の需

要の回復ないし増加に伴い、各種電子部品や電子デバイス、半導体の需要は急激な回復を見せ、当社の受注も製

品により多少出遅れたものもありましたが、総じて好調に推移いたしました。特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、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安定的に増加いたしました。また、固体照明や液晶テレビ、パソコンのバ

ックライト向け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増加いたしました。 

 その結果、当第２四半期累計期間において、売上高10,563百万円（前年同期比25.1％減）、売上総利益2,827百

万円（前年同期比26.1％増）、営業利益1,970百万円（前年同期比44.6％増）、経常利益1,942百万円（前年同期

比51.4％増）、四半期純利益1,690百万円（前年同期比122.7％増）となりました。 

 なお、部門別の業績は以下のとおりであります。 

  

①部門別の業績  

[電子部門] 

 ＬＥＤの用途が固体照明からテレビやパソコンのバックライトに拡大していく中で、ＬＥＤ基盤用単結晶育成

装置向けのイリジウムルツボの受注は第２四半期にかけて大幅に増加し、好調に推移いたしました。また、光学

ガラス溶解装置関連需要も漸く動き始め、受注も一部回復したため、売上高3,559百万円（前年同期比15.4％

減）、売上総利益996百万円（前年同期比199.1％増）となりました。 

[薄膜部門] 

 パソコンの出荷台数増加に支えられ、ＨＤの記録容量増大用ルテニウムターゲットの受注は漸増し、これに伴

い、同ターゲットのリサイクルに伴う回収・精製の受注も堅調に推移いたしました。さらに携帯電話用電子部品

向け金ターゲット、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5,250

百万円（前年同期比23.1％減）、売上総利益1,480百万円（前年同期比15.8％増）となりました。  

[センサー部門]  

 半導体市況が漸く回復傾向を見せはじめ、半導体製造装置稼働率が上昇し、半導体メーカーの設備投資も急速

に動き出したこともあり、同装置向けの温度センサーの受注も回復し、売上高506百万円（前年同期比25.0%

減）、売上総利益125百万円（前年同期比29.0％減）となりました。   

[その他部門] 

 新たな触媒材料やリサイクルなどの開発等に取り組んでおりますが、既存触媒製造用材料としての貴金属化合

物の需要及び精製・回収需要（リサイクル需要）は化学・化成品プラントの稼働率の低迷や新規プラント建設の

延期などの影響を受け、総じて受注は低迷を余儀なくされ、売上高1,246百万円（前年同期比47.8％減）、売上総

利益225百万円（前年同期比50.3％減）となりました。 

 ②海外売上 

 当第２四半期累計期間における輸出売上高は 2,242百万円（総売上高に対する割合は21.2％）となりました。

地域別にはアジア向け輸出売上高1,960百万円（海外売上高に占める割合は87.4％）、北米向け輸出売上高220百

万円（海外売上高に占める割合は9.8％）、欧州向け輸出売上高は61百万円（海外売上高に占める割合は2.7％）

となりました。 

  

（１） 当第２四半期累計期間末における総資産は19,549百万円（前事業年度末比2,185百万円の増加）、負債は

13,031百万円（前事業年度末比545百万円の増加）、純資産は6,518百万円（前事業年度末比1,640百万円の増

加）となりました。 

    ①流動資産 

 当第２四半期累計期間末における流動資産残高は14,047百万円となり、前事業年度末比2,386百万円増加いた

しました。これは未収消費税等が408百万円、未収還付法人税等が457百万円それぞれ減少いたしましたが、現

金及び預金が535百万円、受取手形及び売掛金が2,055百万円、たな卸資産が596百万円それぞれ増加したことが

主な要因であります。 

    ②固定資産 

 当第２四半期累計期間末における固定資産残高は5,502百万円となり、前事業年度末比200百万円減少いたし

ました。これは減価償却費280百万円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



    ③流動負債 

 当第２四半期累計期間末における流動負債残高は10,355百万円となり、前事業年度末比569百万円増加いたし

ました。これは短期借入金が680百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が655百万円、未払法人税等が351

百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。 

    ④固定負債 

  当第２四半期累計期間末における固定負債残高は2,675百万円となり、前事業年度末比24百万円減少いたしま

した。これは長期借入金が47百万円減少したことが主な要因であります。 

    ⑤純資産                                              

  当第２四半期累計期間末における純資産残高は6,518百万円となり、前事業年度末比1,640百万円増加いたし

ました。これは繰越利益剰余金が1,632百万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２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末比

534百万円増加（前年同期は85百万円増加）し、864百万円となりました。なお、当第２四半期累計期間における

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1,304百万円（前年同期は870百万円の使用）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、売上債権が2,077百万円、たな卸資産が596百万円それぞれ増加しましたが、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1,940百万円、減価償却費が280百万円、法人税等の還

付額が457百万円あり、仕入債務が769百万円増加し、未収消費税等が408百万円減少したことによるものであり

ます。 

    ［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62百万円（前年同期は244百万円の使用）となりました。これは有形固定資産の取

得による支出が59百万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707百万円（前年同期は1,199百万円の獲得）となりました。これは長期借入金によ

る収入が450百万円ありましたが、短期借入金の返済が680百万円、長期借入金の返済が427百万円あったことが

主な要因であります。  

  

  

  第２四半期累計期間の業績動向をふまえ、平成21年８月14日付「平成21年６月期 決算短信（非連結）」にて公表

いたしました平成22年６月期通期業績予想を修正しております。詳細については１月28日に公表の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

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。 

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



  

  

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、第１四半期会計期間より時価のある

ものは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、当第２四半期累計期間において、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 1,794百万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、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、当第２四半期累計期間における四半期純利益は261百万円増加しております。 

  

  

（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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 874 339

受取手形及び売掛金 3,983 1,928

商品及び製品 554 306

仕掛品 853 615

原材料及び貯蔵品 7,578 7,468

前払費用 57 44

繰延税金資産 58 －

未収消費税等 81 489

未収還付法人税等 － 457

その他 5 11

流動資産合計 14,047 11,661

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,196 2,277

構築物（純額） 75 83

機械及び装置（純額） 1,076 1,190

車両運搬具（純額） 0 1

工具、器具及び備品（純額） 25 29

土地 1,612 1,612

リース資産（純額） 39 33

建設仮勘定 21 20

有形固定資産合計 5,047 5,247

無形固定資産 148 151

投資その他の資産 305 303

固定資産合計 5,502 5,702

資産合計 19,549 17,364



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,973 1,318

短期借入金 5,500 6,180

1年内返済予定の長期借入金 1,924 1,854

リース債務 11 8

未払金 323 209

未払法人税等 351 －

賞与引当金 55 26

設備関係未払金 45 28

繰延税金負債 － 15

その他 170 144

流動負債合計 10,355 9,786

固定負債   

長期借入金 2,307 2,354

リース債務 33 27

退職給付引当金 172 158

役員退職慰労引当金 158 155

その他 4 4

固定負債合計 2,675 2,699

負債合計 13,031 12,486

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,900 1,896

新株式申込証拠金 － 0

資本準備金 1,869 1,865

利益準備金 9 9

別途積立金 80 80

繰越利益剰余金 2,666 1,034

自己株式 △5 △4

株主資本合計 6,521 4,882

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 △3

評価・換算差額等合計 △2 △3

純資産合計 6,518 4,878

負債純資産合計 19,549 17,364



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 14,103 10,563

売上原価 11,862 7,736

売上総利益 2,241 2,827

販売費及び一般管理費 879 857

営業利益 1,362 1,970

営業外収益   

受取利息 0 0

為替差益 － 20

デリバティブ評価益 35 －

助成金収入 27 25

雑収入 5 20

営業外収益合計 68 66

営業外費用   

支払利息 84 74

為替差損 62 －

デリバティブ評価損 － 20

雑損失 0 －

営業外費用合計 147 94

経常利益 1,283 1,942

特別利益   

受取保険金 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

役員退職慰労金 － 0

固定資産除却損 － 1

投資有価証券評価損 9 －

特別損失合計 9 2

税引前四半期純利益 1,279 1,940

法人税等 520 －

法人税、住民税及び事業税 － 329

法人税等調整額 － △79

四半期純利益 759 1,690



（第２四半期会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,197 5,698

売上原価 5,273 4,083

売上総利益 923 1,615

販売費及び一般管理費 442 436

営業利益 481 1,178

営業外収益   

受取利息 0 0

為替差益 － 32

デリバティブ評価益 19 －

助成金収入 12 12

雑収入 1 14

営業外収益合計 33 60

営業外費用   

支払利息 42 35

為替差損 54 －

デリバティブ評価損 － 29

雑損失 0 －

営業外費用合計 96 65

経常利益 418 1,173

特別利益   

受取保険金 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

固定資産除却損 － 1

投資有価証券評価損 2 －

特別損失合計 2 1

税引前四半期純利益 421 1,171

法人税等 171 －

法人税、住民税及び事業税 － 325

法人税等調整額 － △21

四半期純利益 249 867



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７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 1,279 1,940

減価償却費 331 280

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 84 74

為替差損益（△は益） 62 20

売上債権の増減額（△は増加） 1,473 △2,077

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,291 △596

仕入債務の増減額（△は減少） △1,143 769

未収消費税等の増減額（△は増加） 236 408

法人税等の還付額 － 457

その他 △74 101

小計 △41 1,379

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △85 △74

法人税等の支払額 △742 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー △870 1,304

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 △204 △59

その他 △40 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △244 △62

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） 1,500 △680

長期借入れによる収入 300 450

長期借入金の返済による支出 △541 △427

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 － 8

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,199 △707

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85 534

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 998 864



 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  

  

 北海道千歳市の千歳臨空工業団地内に温度センサー用石英保護管の加工工場建設用地（1,679坪）として千歳市土

地開発公社との間で土地賃貸借契約を締結いたしました。今後、石英保護管の内製化を図るための工場の建設を予定

しております。 

  

  

６．その他の情報
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