
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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代表者  （役職名） 代表取締役社長  （氏名） 釜萢 裕一 

問合せ先責任者  （役職名） 執行役員・経営戦略本部長 （氏名） 吉本 陽臣  (TEL) 03(5999)1511(代表)

四半期報告書提出予定日  平成22年８月９日  配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有         

四半期決算説明会開催の有無 ： 無         

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  10,457  34.9  1,852  102.2  1,852  114.7  1,169  487.7

22年３月期第１四半期  7,749  △23.3  916  △42.3  862  △55.7  199  △83.2

  
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 

23年３月期第１四半期  45.09 ― 

22年３月期第１四半期  7.67 ― 

  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 

23年３月期第１四半期  43,689  34,359  77.3  1,301.61

22年３月期  43,704  35,685  80.1  1,349.61

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 33,761百万円 22年３月期 35,006百万円 

  
年間配当金

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 

22年３月期 ― 45.00 ― 45.00  90.00

23年３月期 ― 

23年３月期（予想） 45.00 ― 45.00  90.00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  19,500  15.6  3,000  28.5  3,000  41.2  2,000  98.5  77.11

通期  38,500  9.8  5,500  13.6  5,500  14.9  3,700  22.9  142.65
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．５「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外です。この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しています。  

  

※  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22年５月12日に公表しました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正してい

ます。 

２．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および合理的であると

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

の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、［添付資料］Ｐ．４「連結業績予

想に関する定性的情報」をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 27,464,000株 22年３月期 27,464,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,525,526株 22年３月期 1,525,526株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 25,938,474株 22年３月期１Ｑ 25,938,593株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① PWB（プリント配線板）用部材の販売状況 

・当第１四半期における世界経済は、欧州での財政危機による世界経済の二番底懸念が根強いものの、中国を中

心に新興国は依然として力強い成長を維持しました。 

・当社グループの販売は当期に入ってからも順調に推移しました。期初より予想を上回る受注が発生し、数量ベ

ースでは全ての市場で前年同期を大きく上回り、四半期ベースでは過去 高の販売数量となりました。平均販

売単価については、円高の影響や低価格品の増加による製品構成の変化等により前年同期比で低下しました。

・この結果、PWB用部材の売上高は8,085百万円（前年同期比27.7％増）となりました。 

② FPD（フラットパネル・ディスプレイ）用部材の販売状況 

・PDP（プラズマディスプレイ・パネル）用部材を主体とするFPD用部材の販売は、引き続き堅調に推移しまし

た。円高影響はあったものの主要原材料である銀価格が前年同期と比較して上昇した影響で平均販売単価は上

昇したことや販売数量が増加したことから、FPD用部材の売上高は2,120百万円（前年同期比76.2％増）となり

ました。 

（製品品目区分による販売実績） 

当第１四半期連結会計期間における製品品目別の販売実績は次のとおりです。 

③ 利益面の状況 

・円高の影響はあるものの、販売数量の増加による原価率や販管費比率の低下などにより営業利益率は前年同期

の11.8％から17.7％に改善しました。 

・この結果、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 ％）

四半期純利益は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

セグメントの業績は以下のとおりです。 

① 日本 

・日本国内に所在する連結会社は太陽インキ製造㈱です。 

・販売状況は、PWB用部材の全ての製品品目において大きく回復しました。なお、輸出向けが好調である一

方、国内向けは前年同期を上回るもののリーマンショック以前の水準までは回復していない状況です。 

・この結果、売上高は6,147百万円、セグメント利益は450百万円となりました。  

② 中国（含む香港） 

・中国に所在する連結会社は生産販売子会社である太陽油墨（蘇州）有限公司、および主に華南市場向け営業

活動を行う販売子会社であるTAIYO INK INTERNATIONAL（HK）LIMITEDです。 

・中国市場は期初より好調な滑り出しでした。欧州不安による輸出の減少が懸念されましたが、旺盛な内需に

支えられ四半期ベースでは過去 高の販売数量となりました。 

・この結果、売上高は3,259百万円、セグメント利益は802百万円となりました。 

③ 台湾 

・台湾に所在する連結会社は生産販売子会社である台湾太陽油墨股份有限公司です。  

・「リジッド基板用部材」の販売を中心に好調を維持したため当第１四半期の販売金額は前年同期を上回る水

準となりました。 

・この結果、売上高は1,263百万円、セグメント利益は194百万円となりました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  
前第１四半期
（百万円） 

当第１四半期
（百万円） 

増減額 
（百万円） 

増減率
（％） 

リジッド基板用部材  4,709      6,170  1,460  31.0

PKG基板用および 
フレキシブル基板用部材  1,403  1,602  199  14.2

ビルドアップ基板用部材  216  312  96  44.5

FPD用部材  1,203  2,120  917  76.2

その他  216  250  34  15.9

合 計  7,749  10,457  2,708  34.9

1,852 102.2 1,852 114.7

1,169 487.7
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④ 韓国 

・韓国に所在する連結会社は生産販売子会社である韓国タイヨウインキ㈱です。 

・ウォン安影響や韓国輸出企業の活況などから、「リジッド基板用部材」「PKG基板用およびフレキシブル基

板用部材」の販売は堅調に推移しました。 

・FPD用部材の販売は 終製品であるプラズマテレビの需要が回復したことにより堅調に推移しました。 

・この結果、売上高は3,235百万円、セグメント利益は367百万円となりました。  

⑤ その他 

・その他に所在する連結会社はTAIYO AMERICA, INC.およびTAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTDで

す。 

・ASEAN地域については、タイ市場を中心に引き続き堅調に推移しました。  

・欧米市場は前第４四半期より緩やかな回復を維持しています。 

・この結果、売上高は838百万円、セグメント利益は92百万円となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債および純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末における資産、負債および純資産の状況は以下のとおりです。 

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キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。  

  
前会計年度末 
（百万円） 

当第１四半期
会計期間末 
（百万円） 

増減額
（百万円） 

大口要因 
（前会計年度末との比較） 

流動資産  27,516  28,038  521
たな卸資産約２億円の増加、貸倒引当
金約２億円の減少 

固定資産  16,187  15,651  △536 減価償却費により約３億円の減少

資産合計  43,704  43,689  △15   

負債合計  8,018  9,329  1,310
支払手形及び買掛金約７億円の増加、
未払法人税等約２億円の増加、賞与引
当金約１億円の増加 

純資産合計  35,685  34,359  △1,326
四半期純利益約11億円、配当金支払約
12億円、為替換算調整勘定約12億円の
減少 

負債純資産合計  43,704  43,689  △15   

  
当第１四半期
（百万円） 

大口要因（当第１四半期の内容） 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  2,023

税金等調整前四半期純利益約18億円、売上債権・たな卸資産

の増加により約12億円の減少、仕入債務の増加・その他流動

負債の増加により約13億円の増加 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △715
定期預金の預入超過により約３億円の減少、有価証券の取得

により約２億円の減少 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,215 配当金の支払により約12億円の減少 

現金及び現金同等物の増減額  △292   

現金及び現金同等物の
四半期末残高  11,621   
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想 

・ 当第１四半期の業績は当初想定を上回って推移しました。第２四半期連結累計期間連結業績予想に関してはこ

れを反映し、下記のとおり修正しました。また、円高の進行はあるものの引き続き堅調な販売が予想されるこ

とから通期連結業績予想も下記のとおり修正しました。  

（第２四半期連結累計期間） 

（通期） 

 
売上高

（百万円） 
営業利益
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

四半期純利益
（百万円） 

前回予想 
（平成22年５月12日公表）  18,000  2,400  2,400  1,700

今回予想  19,500  3,000  3,000  2,000

増減率（％）  8.3  25.0  25.0  17.6

 
売上高

（百万円） 
営業利益
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

当期純利益
（百万円） 

前回予想 
（平成22年５月12日公表）  37,000  5,000  5,000  3,500

今回予想  38,500  5,500  5,500  3,700

増減率（％）  4.1  10.0  10.0  5.7
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的方法により算定しています。 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用し、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がある

か、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用しています。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しています。 

 これにより、営業利益および経常利益はそれぞれ０百万円、税金等調整前四半期純利益は 百万円減少してい

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 百万円です。 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

平成20年12月26日）を適用しています。 

③ 連結財務諸表に関する会計基準の適用 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しています。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

（追加情報） 

 当社は、平成22年４月22日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成22年６月29

日開催の第64回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給議案が承認可決されて

います。 

 なお、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給は、制度廃止時までの在任期間に応じた退職慰労金を

退任時に支給するものです。 

２．その他の情報

31

51
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,060 14,174

受取手形及び売掛金 9,120 9,173

有価証券 261 0

商品及び製品 2,006 1,944

仕掛品 186 255

原材料及び貯蔵品 1,890 1,646

その他 584 642

貸倒引当金 △70 △321

流動資産合計 28,038 27,516

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  7,443 ※2  7,754

その他（純額） ※2  6,018 ※2  6,199

有形固定資産合計 ※1  13,461 ※1  13,954

無形固定資産   

のれん 37 47

その他 325 342

無形固定資産合計 362 389

投資その他の資産 ※3  1,827 ※3  1,843

固定資産合計 15,651 16,187

資産合計 43,689 43,704

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,268 5,482

未払法人税等 604 400

賞与引当金 380 251

役員賞与引当金 11 60

その他 1,124 978

流動負債合計 8,389 7,172

固定負債   

退職給付引当金 176 183

役員退職慰労引当金 112 105

資産除去債務 51 －

その他 599 557

固定負債合計 939 845

負債合計 9,329 8,018
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,134 6,134

資本剰余金 7,102 7,102

利益剰余金 28,664 28,661

自己株式 △4,060 △4,060

株主資本合計 37,841 37,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72 116

為替換算調整勘定 △4,151 △2,948

評価・換算差額等合計 △4,079 △2,832

少数株主持分 598 679

純資産合計 34,359 35,685

負債純資産合計 43,689 43,704
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 7,749 10,457

売上原価 5,336 7,055

売上総利益 2,412 3,401

販売費及び一般管理費 ※1  1,496 ※1  1,549

営業利益 916 1,852

営業外収益   

受取利息 16 16

受取配当金 11 7

その他 13 22

営業外収益合計 41 45

営業外費用   

支払利息 0 0

為替差損 91 41

その他 2 3

営業外費用合計 94 45

経常利益 862 1,852

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 1 1

特別利益合計 1 1

特別損失   

固定資産除売却損 0 2

投資有価証券評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31

特別損失合計 0 34

税金等調整前四半期純利益 864 1,819

法人税、住民税及び事業税 289 529

法人税等調整額 354 76

法人税等合計 643 605

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,213

少数株主利益 22 44

四半期純利益 199 1,169
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 864 1,819

減価償却費 312 276

賞与引当金の増減額（△は減少） 117 131

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43 △48

受取利息及び受取配当金 △28 △23

支払利息 0 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31

売上債権の増減額（△は増加） △947 △688

たな卸資産の増減額（△は増加） △407 △514

仕入債務の増減額（△は減少） 1,843 1,071

未払消費税等の増減額（△は減少） △69 33

その他 △836 193

小計 804 2,282

利息及び配当金の受取額 30 23

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △306 △282

営業活動によるキャッシュ・フロー 528 2,023

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 △1,417 △1,869

定期預金の払戻による収入 2,011 1,554

有価証券の取得による支出 － △269

有形固定資産の取得による支出 △181 △99

貸付けによる支出 △19 △12

貸付金の回収による収入 4 8

その他 △23 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー 374 △715

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △1,167 △1,167

少数株主への配当金の支払額 △30 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,197 △1,215

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 △385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △314 △292

現金及び現金同等物の期首残高 11,291 11,913

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  10,976 ※1  11,621
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 該当事項はありません。  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社グループは主としてPWB用ソルダーレジスト等の製造・販売を営んでおり、事業区分が単一セグメント

のため、事業の種類別セグメントの開示を行っていません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米………米国 

(2) アジア……韓国、台湾、中国、香港、シンガポール 

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1) 北米………………米国、カナダ 

(2) アジア……………韓国、台湾、中国、香港、タイ等 

(3) ヨーロッパ・他…フランス、スペイン等 

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す。 

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するため、定期的に検討を行う対象となっている

ものです。当社グループの事業は、主としてPWB用ソルダーレジスト等の製造・販売の単一事業であり、各

グループ会社において包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。  

 したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした所在地別のセグメントから構成されており、「日

本」、「中国」、「台湾」、「韓国」の４つを報告セグメントとしています。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  日 本 アジア 北 米 合 計 
消去又は 
全社 

連 結

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  2,081  5,426  240  7,749  －  7,749

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,458  1  10  2,470  △2,470  －

計  4,540  5,428  251  10,219  △2,470  7,749

営業利益  12  902  11  925  △9  916

  北 米 アジア ヨーロッパ・他 計 

Ⅰ 海外売上高  216  5,975  23  6,216

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  7,749

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 2.8  77.1  0.3  80.2
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）１．「中国」の区分は、中国および香港の現地法人です。 

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、米国およびその他ア

ジアの現地法人の事業活動を含んでいます。  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しています。 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 
（注２）

合計
日 本

中 国
（注１）

台 湾 韓 国 計 

売上高               

外部顧客への売上高  2,451  3,259  893  3,022  9,626  831  10,457

セグメント間の内部売上高
又は振替高  3,696  －  370  213  4,280  7  4,288

計  6,147  3,259  1,263  3,235  13,906  838  14,745

セグメント利益  450  802  194  367  1,815  92  1,907

  （単位：百万円）

利益 金額   

報告セグメント計  1,815

「その他」の区分の利益  92

セグメント間取引消去  △37

のれんの償却額  △9

その他の調整額  △7

四半期連結損益計算書の営業利益  1,852
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 該当事項はありません。  

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記情報

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円で

す。 

16,076 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円で

す。 

16,163

※２ 圧縮記帳額 

 国庫補助金の受入れにより、下記の圧縮記帳額を

当該資産の取得価額から控除しています。 

建物及び構築物 7百万円

その他 6  

※２ 圧縮記帳額 

 国庫補助金の受入れにより、下記の圧縮記帳額を

当該資産の取得価額から控除しています。 

建物及び構築物 8百万円

その他 8  

※３ 投資その他の資産から直接控除している貸倒引当金

は、 百万円です。 381

※３ 投資その他の資産から直接控除している貸倒引当金

は、 百万円です。 171

４ 輸出手形割引高 

  33百万円

４ 輸出手形割引高 

  26百万円

５ 当座借越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取

引銀行と当座借越契約を締結しています。この契約

に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりです。 

当座借越限度額 百万円6,500

借入実行残高 ― 

 差引額 百万円6,500

 ５     ―――――――――――― 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

賞与引当金繰入額 57百万円

役員賞与引当金繰入額 12  

役員退職慰労引当金繰入額 3  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

給料 321百万円

賞与引当金繰入額 62  

役員賞与引当金繰入額 11  

役員退職慰労引当金繰入額 17  

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 12,922百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△1,946  

現金及び現金同等物 10,976  

（平成22年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 14,060百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△2,438  

現金及び現金同等物 11,621  
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（重要な後発事象） 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

 当社は、平成22年7月22日開催の取締役会において、中国における現地法人の設立を決議しました。 

１．設立の趣旨 

 プリント配線板の世界 大の市場として成長著しい中国における販売活動の強化や競争力強化を図るため深圳市

に販売拠点を設置するもの。 

２．子会社の概要 

(1) 商号 太陽油墨貿易（深圳）有限公司 

(2) 所在地 中華人民共和国広東省深圳市羅湖区 

(3) 事業内容 プリント配線板用インキ並びに化学品の仕入販売及び販売代理 

(4) 設立時期 平成23年１月（予定） 

(5) 資本金 US＄800千（当社100％出資） 
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