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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3月31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6月期第3四半期 2,924 △5.9 284 45.0 269 61.5 135 96.3
21年6月期第3四半期 3,108 ― 196 ― 167 ― 69 ―

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3四半期 102.62 ―
21年6月期第3四半期 52.29 ―

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3四半期 6,306 4,494 71.3 3,394.68
21年6月期 5,966 4,403 73.8 3,325.45

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  4,494百万円 21年6月期  4,403百万円

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 ― 25.00 25.00
22年6月期 ― 0.00 ―
22年6月期 

（予想）
25.00 25.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
業績予想につきましては、平成22年１月28日付で修正を開示しております。 

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 3,910 △1.0 330 54.9 312 60.8 130 306.3 98.18



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 
本資料に記載されている業績見直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。 

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6月期第3四半期 1,355,000株 21年6月期  1,355,000株
② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  30,939株 21年6月期  30,939株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第3四半期 1,324,061株 21年6月期第3四半期 1,324,061株



当第３四半期連結累計期間の経済情勢は、海外経済において、アジア圏新興国や資源国に牽引された緩やかな

回復が続くなか、国内経済においても、政府の景気刺激策と輸出増加基調の下支えにより、景気持ち直しの兆し

が見られました。しかしながら、依然として雇用や賃金の本格的な回復は展望できず、企業の設備投資も抑制傾

向にあるなど、経済活動の水準は低位にあり、デフレ圧力も残存する状況にありました。 

この間の当社グループを取り巻く事業環境は、政府の耐久財購入支援策効果並びに輸出増効果を受ける業界の

お取引先からの受注量が回復してまいりました。 

このような情勢のなか、当社グループは、事業構造の再構築と併行して、既存・新規のお取引先各位に対する

生産動向の聴取並びに各種部品へのドライルーブ(機能性被膜)採用提案を基軸とする営業活動に邁進し、受注量

の確保に努めました。また、海外関係会社の受注生産量も、新年度(2010年１月～)に入り、新規の引合いが増加

傾向にあります。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、

営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％増）、四半期純利益は

百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の営業概況は次のとおりであります。 

＜ドライルーブ事業＞ 

自動車機器業界向けは、エコカー減税・補助金政策の継続に伴い、ハイブリッド車や小型車などの環境対応車

関連のコーティング加工の受注が底堅く、併せて自動車機器メーカー各社の海外供給部品が増産傾向となりまし

た。 

電子部品関連業界向けは、デジタル機器関連が堅調であり、また光学機器業界向けも、デジタルカメラ新機種

関連の生産が底堅く推移いたしました。 

この結果、ドライルーブ事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

＜その他事業＞ 

太陽光発電用のＡＴＩ電線(編組電線)の生産は、受注再開の目処が立たない状況が続いております。一般コン

シューマ向けルブダイヤシリーズの販売も、慎重な個人消費動向を受けて、需要が伸びず低調に推移しました。

この結果、その他事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、未収還付法人税等 百万円の減少等がありました

が、現金及び預金 百万円の増加、受取手形及び売掛金 百万円の増加等により、流動資産が 百万円増

加したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、支払手形及び買掛金 百万円の増加、短期借入金

百万円の増加、未払法人税等が 百万円増加したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、第３四半期連結累計期間の純利益が 百万円

増加した一方、配当金の支払 百万円により、利益剰余金が 百万円増加したことによるものです。 

これらの結果、自己資本比率は ％となりました。 

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

2,924 5.9

284 45.0 269 61.5

135 96.3

2,902 3.2

22 79.8

２．連結財政状態に関する定性的情報

339 6,306

5.7 111

489 129 499

248 1,811

15.9 68 40

153

91

4,494 2.1 135

33 102

71.3



（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ 百万円増加し、

百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる要因は、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、 百万円（前年同期比 ％増）となりました。主な要因は、資金流

入では税金等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円、仕入債務の増加額 百万円、法人税等

支払還付純額 百万円、その他流動資産の減少額 百万円等であり、資金流出では売上債権の増加額 百万

円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、 百万円（前年同期における投資活動により使用した資金は 百万円）

となりました。主な要因は、資金流入では定期預金の純減額 百万円等であり、資金流出では無形固定資産

の取得による支出 百万円、有形固定資産の取得による支出 百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は、 百万円（前年同期における財務活動により獲得した資金は 百万円）

となりました。主な要因は、資金流入では短期借入れによる収入 百万円であり、資金流出では長期借入金

の返済による支出 百万円、配当金の支払額 百万円等によるものです。 

  

平成22年１月28日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、平成21年８月７日

に開示いたしました平成22年６月期通期の連結業績予想を上方修正いたしました。  

  

該当事項はありません。  

  

  

① たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。 

  

該当事項はありません。  
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,922,260 1,432,911

受取手形及び売掛金 765,873 636,287

商品及び製品 71,575 69,385

仕掛品 31,675 27,139

原材料及び貯蔵品 37,874 40,157

未収還付法人税等 － 111,168

繰延税金資産 30,500 1,840

その他 6,247 47,851

貸倒引当金 △160 △146

流動資産合計 2,865,848 2,366,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,652,723 1,653,395

減価償却累計額 △793,779 △747,283

建物及び構築物（純額） 858,943 906,111

機械装置及び運搬具 1,254,335 1,254,412

減価償却累計額 △842,586 △704,657

機械装置及び運搬具（純額） 411,748 549,754

工具、器具及び備品 91,014 86,659

減価償却累計額 △73,266 △65,699

工具、器具及び備品（純額） 17,748 20,959

土地 1,225,144 1,225,144

建設仮勘定 24,169 23,540

有形固定資産合計 2,537,756 2,725,511

無形固定資産 69,982 22,303

投資その他の資産   

投資有価証券 42,149 41,414

関係会社出資金 586,669 606,577

繰延税金資産 91,282 78,818

その他 112,917 125,463

投資その他の資産合計 833,019 852,273

固定資産合計 3,440,758 3,600,088

資産合計 6,306,607 5,966,683



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 312,147 243,470

短期借入金 40,440 －

1年内返済予定の長期借入金 64,000 64,000

未払法人税等 153,227 －

賞与引当金 39,562 16,674

その他 98,907 85,192

流動負債合計 708,285 409,337

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 456,000 504,000

退職給付引当金 102,312 108,873

長期未払金 145,245 141,370

固定負債合計 1,103,558 1,154,243

負債合計 1,811,843 1,563,580

純資産の部   

株主資本   

資本金 375,956 375,956

資本剰余金 460,956 460,956

利益剰余金 3,706,530 3,603,753

自己株式 △11,523 △11,523

株主資本合計 4,531,919 4,429,142

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,646 △1,977

為替換算調整勘定 △35,509 △24,061

評価・換算差額等合計 △37,156 △26,039

純資産合計 4,494,763 4,403,103

負債純資産合計 6,306,607 5,966,683



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,108,404 2,924,655

売上原価 2,285,528 2,122,647

売上総利益 822,876 802,007

販売費及び一般管理費 626,499 517,182

営業利益 196,377 284,824

営業外収益   

受取利息 1,494 1,475

受取配当金 115 2

受取保険料 14,454 17,317

その他 3,917 6,836

営業外収益合計 19,981 25,630

営業外費用   

支払利息 7,154 9,436

社債利息 5,524 5,544

為替差損 29,362 10,285

持分法による投資損失 5,524 13,772

その他 1,701 1,580

営業外費用合計 49,267 40,620

経常利益 167,091 269,835

特別利益   

固定資産売却益 598 156

特別利益合計 598 156

特別損失   

固定資産除却損 1,958 604

固定資産売却損 99 －

投資有価証券評価損 5,571 －

退職特別加算金 － 13,280

特別損失合計 7,629 13,885

税金等調整前四半期純利益 160,060 256,107

法人税、住民税及び事業税 104,738 161,577

法人税等調整額 △13,908 △41,349

法人税等合計 90,829 120,228

四半期純利益 69,230 135,878



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31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 160,060 256,107

減価償却費 206,515 210,602

持分法による投資損益（△は益） 5,524 13,772

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,610 22,888

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,575 △6,560

受取利息及び受取配当金 △1,609 △1,477

支払利息及び社債利息 12,679 14,981

為替差損益（△は益） 27,373 10,317

固定資産除売却損益（△は益） 1,459 447

有価証券評価損益（△は益） 5,571 －

売上債権の増減額（△は増加） 276,725 △129,525

たな卸資産の増減額（△は増加） 87,378 △4,725

その他の流動資産の増減額（△は増加） 19,432 41,989

仕入債務の増減額（△は減少） △235,832 68,494

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,170 7,287

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,361 △12,067

その他 △67,881 8,102

小計 531,085 500,648

利息及び配当金の受取額 1,609 2,379

利息の支払額 △9,643 △10,042

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △293,726 98,611

営業活動によるキャッシュ・フロー 229,325 591,596

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △388,100 △286,195

定期預金の払戻による収入 388,095 316,191

有形固定資産の取得による支出 △313,395 △29,646

無形固定資産の取得による支出 － △37,270

投資有価証券の取得による支出 △30,178 △179

その他 △1,995 8,605

投資活動によるキャッシュ・フロー △345,575 △28,495

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 41,130

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △16,000 △48,000

配当金の支払額 △33,101 △33,101

その他 △904 △1,346

財務活動によるキャッシュ・フロー 249,993 △41,317

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,429 △2,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 125,314 519,345

現金及び現金同等物の期首残高 1,076,598 1,226,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,201,912 1,746,161



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３月31日） 

ドライルーブ事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３月31日） 

 ドライルーブ事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

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）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〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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