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1.  平成23年6月期第1四半期の業績（平成22年7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6月期第1四半期 9,896 103.5 1,583 100.1 1,528 98.7 1,458 77.4
22年6月期第1四半期 4,864 △38.5 791 △10.1 769 △11.1 822 61.5

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6月期第1四半期 249.50 248.36
22年6月期第1四半期 282.13 280.47

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6月期第1四半期 30,171 9,608 31.8 1,643.85
22年6月期 28,191 8,262 29.3 1,413.90

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  9,608百万円 22年6月期  8,262百万円

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6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
23年6月期 ―
23年6月期 

（予想）
0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％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）

（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

第2四半期 
(累計)

16,626 57.4 2,872 45.8 2,722 40.2 1,618 △4.3 276.75

通期 32,414 31.4 5,440 17.5 5,140 12.2 3,054 △10.9 522.37
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(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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】P.3「その他」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6月期1Q 5,848,012株 22年6月期  5,846,412株
② 期末自己株式数 23年6月期1Q  2,926株 22年6月期  2,888株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 5,847,155株 22年6月期1Q 2,918,271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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。 
２．平成22年４月１日付にて普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割いたしました。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  業績の状況 

 当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、エコカー補助金の駆け込み需要や、猛暑に伴うエアコン等の

需要増加もあり、省エネ家電に対するエコポイント付与などの政府の経済対策が一定の効果を見せました。一

方、米国経済における個人消費の低迷に加えて、急激な円高から、国内輸出産業の競争力も低下を余儀なくされ

たため、デフレ傾向への懸念が高まり、ゆるやかな回復基調から足踏み状態に入るなど、先々の景気についても

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、各種電子部品や電子デバイスの需要は、一部在庫調整の影響はありま

したが、総じて堅調に推移し、当社の受注も堅調に推移いたしました。とくに主力製品の一つに成長したＬＥＤ

基板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が増加したほか、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、及び半導体製造装置向け温度センサーの受注も概ね堅調に推移いたしました。 

 その結果、当第１四半期会計期間において、売上高9,896百万円（前年同四半期比103.5％増）、売上総利益

2,014百万円（前年同四半期比66.2％増）、営業利益1,583百万円（前年同四半期比100.1%増）、経常利益1,528

百万円（前年同四半期比98.7％増）、四半期純利益1,458百万円（前年同四半期比77.4%増）となりました。 

 なお、セグメント別の業績は以下の通りであります。 

①セグメント別の業績  

  [電子] 

 世界的なＬＥＤ需要の高まりから、ＬＥＤ基板製造用単結晶育成装置向けのイリジウムルツボの受注が増加

し、光学ガラス溶解装置関連受注も増加したことから、売上高4,153百万円（前年同四半期比123.3％増）売上総

利益739百万円（前年同四半期比51.1％増）を計上いたしました。 

    [薄膜] 

 ＨＤ向けルテニウムターゲットの受注が堅調に推移し、携帯電話用電子部品向け金ターゲットの受注、タッチ

パネル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3,889百万円（前年同四半期比76.8％増）、

売上総利益837百万円（前年同四半期比55.3％増）を計上いたしました。  

    [センサー]  

 半導体製造装置の好調な出荷に支えられ、同装置向けの温度センサーの受注も堅調に推移し、売上高459百万

円（前年同四半期比94.5％増）売上総利益141百万円（前年同四半期比90.5％増）を計上いたしました。 

    [その他] 

 化学・化成品プラント向け触媒製造用材料や電極材料としての貴金属化合物の需要が高まり、売上高1,393百

万円（前年同四半期比145.2％増）、売上総利益295百万円（前年同四半期比168.2％増）を計上いたしました。 

②海外売上 

 当第１四半期累計期間における輸出売上高は1,438百万円（総売上高に占める割合14.5%）となりました。 

地域別にはアジア向け輸出売上高1,277百万円（海外売上高に占める割合は88.8%）、北米向け輸出売上高151百

万円（海外売上高に占める割合は10.5%）、欧州向け輸出売上高９百万円（海外売上高に占める割合は0.7%）と

なりました。  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期会計期間末における総資産は30,171百万円（前事業年度末比1,980百万円の増加）、負債は

20,562百万円（前事業年度末比633百万円の増加）、純資産は9,608百万円（前事業年度末比1,346百万円の増

加）となりました。 

    ［流動資産］ 

 当第１四半期会計期間末における流動資産残高は24,298百万円となり、前事業年度末比1,454百万円増加いた

しました。これは未収消費税等が392百万円減少いたしましたが、受取手形及び売掛金が619百万円、たな卸資産

が1,336百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。 

    ［固定資産］ 

 当第１四半期会計期間末における固定資産残高は5,872百万円となり、前事業年度末比525百万円増加いたしま

した。これは原材料の一部584百万円を固定資産に振替えたことが主な要因であります。 

    ［流動負債］ 

 当第１四半期会計期間末における流動負債残高は17,169百万円となり、前事業年度末比822百万円増加いたし

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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ました。これは買掛金が710百万円、未払法人税等が627百万円それぞれ減少いたしましたが、短期借入金が

2,500百万円増加したことが主な要因であります。 

    ［固定負債］ 

 当第１四半期会計期間末における固定負債残高は3,392百万円となり、前事業年度末比189百万円減少いたしま

した。これは長期借入金が180百万円減少したことが主な要因であります。 

    ［純資産］                                             

 当第１四半期会計期間末における純資産残高は9,608百万円となり、前事業年度末比1,346百万円増加いたしま

した。これは利益剰余金が1,341百万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１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末比48百万円

減少し、705百万円となりました。  

     なお、当第１四半期会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］ 

     営業活動に使用した資金は1,930百万円(前年同四半期は694百万円の獲得）となりました。 

これは主に、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1,520百万円、未収消費税の減少が

392百万円ありましたが、キャッシュ・フローの減少要因として、売上債権の増加が639百万円、固定資産振替前

のたな卸資産の増加が1,919百万円、仕入債務の減少が804百万円、法人税等の支払額が631百万円あったことに

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222百万円（前年同四半期は40百万円の使用）となりました。 

    これは有形固定資産の取得による支出が217百万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］ 

     財務活動により得られた資金は2,105百万円（前年同四半期は495百万円の使用）となりました。 

これは長期借入金の返済が279百万円、配当金の支払額が116百万円ありましたが、短期借入金が2,500百万円増

加したことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月期の第２四半期（累計）及び通期業績予想につきましては、「平成22年８月13日付平成22年６月期

決算短信（非連結）」で発表しております計画から変更はありません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第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。 

 これによる財務諸表への影響はありません。 

  

  

（３）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。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 715 763

受取手形 176 85

売掛金 6,202 5,674

商品及び製品 2,644 1,388

仕掛品 1,992 1,703

原材料及び貯蔵品 12,349 12,558

前払費用 71 63

繰延税金資産 － 60

未収消費税等 127 520

その他 18 25

流動資産合計 24,298 22,844

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,216 2,242

構築物（純額） 72 76

機械及び装置（純額） 1,576 1,019

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 22 23

土地 1,612 1,612

リース資産（純額） 51 54

建設仮勘定 34 34

有形固定資産合計 5,586 5,063

無形固定資産 148 147

投資その他の資産 136 136

固定資産合計 5,872 5,347

資産合計 30,171 28,191
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,962 4,672

短期借入金 11,500 9,000

1年内返済予定の長期借入金 1,030 1,130

リース債務 16 16

未払金 282 377

未払法人税等 4 631

賞与引当金 90 110

役員賞与引当金 － 54

繰延税金負債 19 －

設備関係未払金 64 215

その他 198 139

流動負債合計 17,169 16,347

固定負債   

長期借入金 2,462 2,642

繰延税金負債 232 250

リース債務 46 46

退職給付引当金 208 199

役員退職慰労引当金 － 425

長期未払金 425 －

その他 16 16

固定負債合計 3,392 3,581

負債合計 20,562 19,929

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,904 1,903

資本準備金 1,873 1,872

利益準備金 9 9

別途積立金 80 80

繰越利益剰余金 5,746 4,405

自己株式 △5 △5

株主資本合計 9,608 8,265

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △3

評価・換算差額等合計 － △3

純資産合計 9,608 8,262

負債純資産合計 30,171 28,191
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,864 9,896

売上原価 3,652 7,882

売上総利益 1,212 2,014

販売費及び一般管理費 420 431

営業利益 791 1,583

営業外収益   

受取利息 0 0

デリバティブ評価益 9 9

助成金収入 12 －

雑収入 5 1

営業外収益合計 27 11

営業外費用   

支払利息 38 45

為替差損 11 21

営業外費用合計 50 66

経常利益 769 1,528

特別損失   

役員退職慰労金 0 －

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 － 7

特別損失合計 0 7

税引前四半期純利益 768 1,520

法人税、住民税及び事業税 3 2

法人税等調整額 △57 59

四半期純利益 822 1,458
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年７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 768 1,520

減価償却費 136 129

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 38 45

為替差損益（△は益） 11 21

売上債権の増減額（△は増加） △666 △639

たな卸資産の増減額（△は増加） 166 △1,919

仕入債務の増減額（△は減少） △278 △804

未収消費税等の増減額（△は増加） 470 392

その他 85 2

小計 732 △1,251

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △37 △47

法人税等の支払額 △1 △631

営業活動によるキャッシュ・フロー 694 △1,930

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 △37 △217

その他 △3 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △40 △222

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） △280 2,500

長期借入金の返済による支出 △160 △279

株式の発行による収入 4 1

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △58 △116

財務活動によるキャッシュ・フロー △495 2,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 159 △48

現金及び現金同等物の期首残高 329 753

現金及び現金同等物の四半期末残高 489 705
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 該当事項はありません。 

  

  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討

を行う対象となっているものであります。 

 当社は、工業用貴金属製品の製造販売を中心に事業展開しております。 

 当社は、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「電子」、「薄膜」、「センサー」及び

「その他」の四つを報告セグメントとしております。 

 「電子」は、電子製品の製造過程に用いられる電子部品の製造販売を、「薄膜」は、薄膜形成に使用され

る貴金属ターゲットの製造販売を、「センサー」は、主に半導体製造装置に用いられる温度センサーの製造

販売を、「その他」は、貴金属化合物の製造販売及び貴金属の回収・精製等をそれぞれ行っております。 

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１四半期累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（注）セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

（追加情報）  

 当第１四半期会計期間より、「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）を適用しております。  

 該当事項はありません。 

  

  

（１）原材料の固定資産振替 

 当社は、当事業年度より一部の貴金属原材料について管理態勢を変更いたしました。これに伴い、全ての棚卸

資産について、その利用実態等を見直した結果、一部の貴金属原材料について、生産設備の一部になっているこ

とが判明いたしました。 

 このため、より実態に即した費用配分を行うべく、平成22年７月１日付で当社の生産設備の一部となっている

貴金属原材料を固定資産に振替しております。 

 これにより、「原材料及び貯蔵品」が584百万円減少し、「機械及び装置」が584百万円増加しております。 

（２）役員退職慰労引当金 

 当社は、従来、役員退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労引当金内規に基づく期末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上しておりましたが、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止

することとし、平成22年９月29日開催の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

を決議いたしました。 

 これにより、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給額の未払い分425百万円を固定負債の「長期未

払金」に計上しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

  

報告セグメント  
合計 

電子 薄膜 センサー その他  

 売上高 

外部顧客への売上高  
 4,153  3,889   459  1,393  9,896

セグメント利益    739   837   141  295  2,014

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報
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