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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 5,350 43.6 771 14.9 792 13.6 468 12.0
22年3月期第2四半期 3,726 △34.4 671 △25.1 698 △24.5 417 △24.2

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2四半期 7,605.91 7,604.31
22年3月期第2四半期 6,791.20 6,789.34

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2四半期 7,661 6,751 87.4 108,763.69
22年3月期 7,788 6,673 85.0 107,555.49

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,692百万円 22年3月期  6,618百万円

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  
 

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 ― 4,000.00 ― 4,000.00 8,000.00
23年3月期 ― 4,000.00
23年3月期 

（予想）
― 4,000.00 8,000.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,600 31.1 1,500 12.9 1,540 12.4 900 11.9 14,626.30



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P4「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 63,130株 22年3月期  63,130株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,597株 22年3月期  1,597株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 61,533株 22年3月期2Q 61,530株

※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レビュー手続の対象外であり、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「(3) 業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
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当第２四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。 

当期のわが国経済は国際金融危機の後遺症に悩む先進国の為替調整が進展する中で、黒字国日本の円が

急騰し、15年ぶりの円高に見舞われました。企業業績回復を背景に設備投資は底堅い動きを示す一方、昨

年来回復を続けた輸出と生産が頭打ちとなり、厳しい雇用情勢の下で個人消費の回復が遅れ、景気は低空

飛行を続けました。 

電子部品業界におきましては、パソコンや液晶テレビにおいて第２四半期累計期間後半頃から多少の在

庫調整が見受けられたものの、多機能携帯電話 (スマートフォン) の出荷が好調に推移し、これが牽引役

となって半導体や電子部品の需要はおおむね好調に推移しました。 

 当社におきましては、携帯電話用高精細コネクタ向けの硬質金めっき薬品や鉛フリー対応リードフレー

ム向けの電解パラジウムめっき薬品等の新製品の拡販が順調に推移しました。しかしながら、既存の金め

っき薬品の一部については、需要には力強さが感じられず、微増に留まりました。 

  また、貴金属価格については、前年同四半期と比べ金で約20％、パラジウムで約80％価格が上昇しまし

た。さらに、新製品のパラジウムめっき薬品の拡販に伴いパラジウム化合物の売上が増加したこともあ

り、売上については大幅に増加しました。 

 その結果、当第２四半期累計期間における売上高は5,350,746千円（前年同四半期比43.6％増）、営業

利益は771,459千円（前年同四半期比14.9％増）、経常利益は792,653千円（前年同四半期比13.6％増）、

四半期純利益は468,014千円（前年同四半期比12.0％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1,855,547千円（前年同四半期比20.6％

増）、コネクタ・マイクロスイッチ用1,515,035千円（前年同四半期比53.5％増）、リードフレーム用

1,514,384千円（前年同四半期比62.6％増）、その他465,779千円（前年同四半期比72.6％増）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77,213千円減少し、4,996,891千円となりました。これは主に受取

手形及び売掛金が486,273千円増加、原材料が105,053千円増加したものの、現金及び預金が662,315千円

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50,003千円減少し、2,664,447千円となりました。これは主に、投資

有価証券の取得により172,304千円増加したものの、評価により248,757千円減少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127,216千円減少し7,661,339千円となりました。 

(負債) 

流動負債は前事業年度末に比べて138,069千円減少し、724,437千円となりました。これは、買掛金が

66,869千円増加しましたが、未払法人税等が199,739千円減少したことなどによります。 

 固定負債は前事業年度末に比べて66,803千円減少し185,369千円となりました。これは、資産除去債務

が23,669千円発生しましたが、繰延税金負債が101,492千円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は前事業年度末に比べて204,873千円減少し、909,806千円となりました。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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
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(純資産) 

純資産合計は前事業年度末に比べて77,658千円増加し、6,751,533千円となりました。これは、主にそ

の他有価証券評価差額金が147,538千円減少したものの、利益剰余金が221,882千円増加したことなどによ

ります。 

(２) キャッシュ・フローの分析 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比

べ662,315千円減少し、2,594,457千円（前年同四半期末は3,673,852千円）となりました。なお、当第２

四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。 

(営業活動におけるキャッシュ・フロー) 

税引前四半期純利益は777,733千円となりましたが、売上債権の増加による資金の減少486,273千円、仕

入債務の増加による資金の増加66,869千円、たな卸資産の増加による資金の減少105,195千円、法人税等

の支払500,373千円などにより、営業活動に使用した資金は209,280千円（前年同四半期は480,327千円の

獲得）となりました。 

(投資活動におけるキャッシュ・フロー) 

投資有価証券の取得による支出172,299千円などにより、投資活動に使用した資金は206,903千円（前年

同四半期は40,232千円の使用）となりました。 

(財務活動におけるキャッシュ・フロー) 

財務活動に使用した資金は配当金の支払により246,132千円（前年同四半期は244,042千円の使用）とな

りました。 

  

平成23年３月期の通期の業績見通しにつきましては、平成22年９月17日発表の「業績予想（非連結）の

修正に関するお知らせ」から変更しておりません。 

  

(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。 
  

第１四半期会計期間より、「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）を適用しております。 

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ464千円減少しており、税引前

四半期純利益は19,857千円減少しております。 

  

2. その他の情報

(1) 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

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,595,210 3,257,525

受取手形及び売掛金 1,996,183 1,509,909

商品及び製品 72,355 72,212

原材料及び貯蔵品 260,376 155,323

その他 72,766 79,134

流動資産合計 4,996,891 5,074,104

固定資産

有形固定資産 85,857 97,015

無形固定資産 61,547 35,777

投資その他の資産

投資有価証券 1,971,754 2,048,206

その他 545,287 533,451

投資その他の資産合計 2,517,042 2,581,658

固定資産合計 2,664,447 2,714,450

資産合計 7,661,339 7,788,555

負債の部

流動負債

買掛金 287,147 220,277

未払法人税等 311,793 511,532

賞与引当金 66,000 66,000

その他 59,496 64,696

流動負債合計 724,437 862,506

固定負債

繰延税金負債 － 101,492

役員退職慰労引当金 161,700 150,680

資産除去債務 23,669 －

固定負債合計 185,369 252,172

負債合計 909,806 1,114,679

純資産の部

株主資本

資本金 1,279,182 1,279,182

資本剰余金 1,022,894 1,022,894

利益剰余金 4,710,863 4,488,981

自己株式 △421,730 △421,730

株主資本合計 6,591,210 6,369,328

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 101,345 248,883

評価・換算差額等合計 101,345 248,883

新株予約権 58,977 55,664

純資産合計 6,751,533 6,673,875

負債純資産合計 7,661,339 7,788,555
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 3,726,398 5,350,746

売上原価 2,580,546 4,113,979

売上総利益 1,145,851 1,236,766

販売費及び一般管理費 474,514 465,307

営業利益 671,337 771,459

営業外収益

受取利息 725 560

受取配当金 14,523 18,801

有価証券利息 4,794 3,135

還付加算金 6,969 －

その他 725 528

営業外収益合計 27,738 23,026

営業外費用

為替差損 1,001 1,821

その他 19 11

営業外費用合計 1,020 1,832

経常利益 698,054 792,653

特別利益

受取保険金 1,899 －

新株予約権戻入益 － 4,503

特別利益合計 1,899 4,503

特別損失

固定資産売却損 582 －

固定資産除却損 136 29

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,393

特別損失合計 718 19,422

税引前四半期純利益 699,235 777,733

法人税、住民税及び事業税 324,616 307,157

法人税等調整額 △43,245 2,561

法人税等合計 281,370 309,719

四半期純利益 417,864 468,014
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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２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 699,235 777,733

減価償却費 29,533 24,668

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,393

受取利息及び受取配当金 △20,043 △22,497

売上債権の増減額（△は増加） △624,458 △486,273

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,514 △105,195

仕入債務の増減額（△は減少） 109,770 66,869

その他 47,672 △3,646

小計 229,196 271,051

利息及び配当金の受取額 18,369 20,041

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 232,761 △500,373

営業活動によるキャッシュ・フロー 480,327 △209,280

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 △7,512 △3,475

投資有価証券の取得による支出 △16,361 △172,299

その他 △16,358 △31,128

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,232 △206,903

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 2,041 －

配当金の支払額 △246,084 △246,132

財務活動によるキャッシュ・フロー △244,042 △246,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 196,053 △662,315

現金及び現金同等物の期首残高 3,477,799 3,256,773

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,673,852 2,594,457
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該当事項はありません。 

  

当社は、貴金属めっき用薬品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

その他の注記事項、補足情報等は第２四半期決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため、開示を省略しております。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(開示の省略)
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