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1.  平成23年6月期第2四半期の業績（平成22年7月1日～平成22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 ％

23年6月期第2四半期 19,067 80.5 2,783 41.3 2,687 38.4 2,540 50.3
22年6月期第2四半期 10,563 ― 1,970 ― 1,942 ― 1,690 ―

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2四半期 434.68 432.53
22年6月期第2四半期 579.22 575.94

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2四半期 30,546 10,709 35.1 1,831.95
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2四半期  10,709百万円 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 ― 0.00
23年6月期 

（予想）
― 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、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 32,414 31.4 5,440 17.5 5,140 12.2 3,054 △10.9 522.37



(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2Q 5,849,212株 22年6月期  2,921,006株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q  3,003株 22年6月期  1,444株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 5,847,982株 22年6月期2Q 2,919,272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２四半期累計期間におけるわが国の経済は、エコカー補助金制度の終了後に急減した自動車生産や、エコ

ポイント制度見直し前の家電製品に対する駆込み需要などによる個人消費に、一部持ち直しの兆しはありました

が、厳しい雇用情勢が続いて国内消費全体としては盛り上がりに欠け、デフレ傾向の改善は見られませんでし

た。また、円高は一服したものの、新興国需要や情報関連材需要の勢いの鈍化や、米国・欧州経済の回復の鈍さ

から、景気は足踏み状態が続き、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の中、各種電子部品や電子デバイス、半導体の需要は一部に在庫調整の影響が続いたもの

の、総じて堅調に推移し、当社の受注も概ね堅調に推移いたしました。特に主力製品に成長した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好調だったほか、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増加し、携帯電話の電子部品向け金ターゲット、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２四半期累計期間において、売上高19,067百万円（前年同期比80.5％増）、売上総利益3,691

百万円（前年同期比30.6％増）、営業利益2,783百万円（前年同期比41.3％増）、経常利益2,687百万円（前年同

期比38.4％増）、四半期純利益2,540百万円（前年同期比50.3％増）となりました。 

 なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

  

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基盤用単結晶育成装置向けのイリジウムルツボの受注が国内外から

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堅調に推移したことから、売上高

8,730百万円（前年同期比145.3％増）、売上総利益1,679百万円（前年同期比68.6％増）となりました。 

[薄膜] 

 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が増加し、携帯電話用電子部品向け金ターゲッ

トの受注も堅調に推移いたしましたが、ＨＤの記録容量増大用ルテニウムターゲットの在庫調整による受注減少

に加えて、円高や加工費の値下げの影響もあったことから、売上高7,227百万円（前年同期比37.7％増）、売上

総利益1,339百万円（前年同期比9.5％減）となりました。  

[センサー]  

 半導体メーカーの活発な設備投資に支えられ、同製造装置向けの温度センサーの受注も堅調に推移したことか

ら、売上高899百万円（前年同期比77.7％増）、売上総利益282百万円（前年同期比125.6％増）となりました。

[その他] 

 化学・化成品プラント向け触媒製造用貴金属化合物や、電極材料としての貴金属化合物の受注が堅調に推移し

たことから、売上高2,209百万円（前年同期比77.3％増）、売上総利益390百万円（前年同期比73.3％増）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3,008百万円（総売上高に占める割合は15.8％）となりました。 

地域別にはアジア向け輸出売上高2,522百万円（海外売上高に占める割合は83.9％）、北米向け輸出売上高464百

万円（海外売上高に占める割合は15.4％）、欧州向け輸出売上高22百万円（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２四半期累計期間末における総資産は30,546百万円（前事業年度末比2,355百万円の増加）、負債は

19,836百万円（前事業年度末比93百万円の減少）、純資産は10,709百万円（前事業年度末比2,447百万円の増

加）となりました。 

[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24,445百万円となり、前事業年度末比1,601百万円増加いた

しました。これは受取手形及び売掛金が256百万円、未収消費税等が336百万円それぞれ減少しましたが、現金及

び預金が431百万円、たな卸資産が1,826百万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２四半期累計期間末における固定資産残高は6,100百万円となり、前事業年度末比753百万円増加いたしま

した。これは原材料の一部584百万円を機械及び装置に振替えたこと、及び建物が162百万円増加したことが主な

要因であります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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[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15,213百万円となり、前事業年度末比1,134百万円減少いた

しました。これは短期借入金が215百万円、１年内返済予定の長期借入金が291百万円それぞれ増加しましたが、

買掛金が1,146百万円、未払法人税等が512百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。 

    [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4,623百万円となり、前事業年度末比1,042百万円増加いた

しました。これは長期借入金が1,050百万円増加したことが主な要因であります。 

    [純資産]                                              

  当第２四半期累計期間末における純資産残高は10,709百万円となり、前事業年度末比2,447百万円増加いたし

ました。これは繰越利益剰余金が2,424百万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

430百万円増加（前年同期は534百万円増加）し、1,184百万円となりました。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］ 

 営業活動に使用した資金は719百万円（前年同期は1,304百万円の獲得）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2,679百万円、減価償却費が271百万

円、売上債権の減少が244百万円、未収消費税の減少が335百万円ありましたが、キャッシュフローの減少要因と

して、固定資産振替前のたな卸資産の増加が2,410百万円、仕入債務の減少が1,214百万円、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290百万円（前年同期は62百万円の使用）となりました。 

これは有形固定資産の取得による支出が285百万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1,443百万円（前年同期は707百万円の使用）となりました。 

これは長期借入金の返済が607百万円、配当金の支払額が116百万円ありましたが、短期借入金の収入が215百万

円、長期借入金の収入が1,950百万円あったことが主な要因であります。    

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 通期の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 

 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）を摘

要しております。 

 これによる当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び四半期純利益に与える影響額は軽微でありま

す。なお、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14百万であります。 

  

  

（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２四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 1,194 763

受取手形 241 85

売掛金 5,263 5,674

商品及び製品 1,843 1,388

仕掛品 1,179 1,703

原材料及び貯蔵品 14,452 12,558

前払費用 66 63

繰延税金資産 － 60

未収消費税等 184 520

その他 18 25

流動資産合計 24,445 22,844

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,404 2,242

構築物（純額） 69 76

機械及び装置（純額） 1,604 1,019

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 23 23

土地 1,612 1,612

リース資産（純額） 47 54

建設仮勘定 54 34

有形固定資産合計 5,816 5,063

無形固定資産 144 147

投資その他の資産 138 136

固定資産合計 6,100 5,347

資産合計 30,546 28,191
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 3,526 4,672

短期借入金 9,215 9,000

1年内返済予定の長期借入金 1,421 1,130

リース債務 16 16

未払金 309 377

未払法人税等 119 631

賞与引当金 59 110

役員賞与引当金 － 54

繰延税金負債 9 －

設備関係未払金 349 215

その他 184 139

流動負債合計 15,213 16,347

固定負債   

長期借入金 3,692 2,642

繰延税金負債 211 250

リース債務 42 46

退職給付引当金 219 199

役員退職慰労引当金 － 425

長期未払金 425 －

資産除去債務 14 －

その他 16 16

固定負債合計 4,623 3,581

負債合計 19,836 19,929

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,905 1,903

資本準備金 1,874 1,872

利益剰余金 9 9

別途積立金 80 80

繰越利益剰余金 6,829 4,405

自己株式 △6 △5

株主資本合計 10,692 8,265

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △3

新株予約権 17 －

純資産合計 10,709 8,262

負債純資産合計 30,546 28,191
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（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21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 10,563 19,067

売上原価 7,736 15,375

売上総利益 2,827 3,691

販売費及び一般管理費 857 908

営業利益 1,970 2,783

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 － 9

助成金収入 25 －

雑収入 20 2

営業外収益合計 66 11

営業外費用   

支払利息 74 93

為替差損 － 14

デリバティブ評価損 20 －

営業外費用合計 94 107

経常利益 1,942 2,687

特別損失   

役員退職慰労金 0 －

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 － 7

特別損失合計 2 7

税引前四半期純利益 1,940 2,679

法人税、住民税及び事業税 329 110

法人税等調整額 △79 28

四半期純利益 1,690 2,540
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（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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,698 9,170

売上原価 4,083 7,492

売上総利益 1,615 1,677

販売費及び一般管理費 436 477

営業利益 1,178 1,199

営業外収益   

受取利息 0 0

為替差益 32 6

助成金収入 12 －

雑収入 14 0

営業外収益合計 60 7

営業外費用   

支払利息 35 47

デリバティブ評価損 29 0

営業外費用合計 65 48

経常利益 1,173 1,159

特別損失   

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 － 0

特別損失合計 1 0

税引前四半期純利益 1,171 1,158

法人税、住民税及び事業税 325 107

法人税等調整額 △21 △31

四半期純利益 867 1,082
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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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22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 1,940 2,679

減価償却費 280 271

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 74 93

為替差損益（△は益） 20 14

売上債権の増減額（△は増加） △2,077 244

たな卸資産の増減額（△は増加） △596 △2,410

仕入債務の増減額（△は減少） 769 △1,214

未収消費税等の増減額（△は増加） 408 335

その他 101 △5

小計 922 8

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △74 △96

法人税等の支払額 △0 △631

法人税等の還付額 457 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,304 △719

投資活動によるキャッシュ・フロー   

無形固定資産の取得による支出 － △4

有形固定資産の取得による支出 △59 △285

その他 △3 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △62 △290

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） △680 215

長期借入れによる収入 450 1,950

長期借入金の返済による支出 △427 △607

株式の発行による収入 8 3

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 △707 1,443

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 534 430

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 864 1,184
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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２四半期累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

  

 当第２四半期会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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）  

 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。  

（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  
 8,730  7,227   899  2,209  19,067

セグメント利益    1,679   1,339   282  390  3,691

  

  

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  
 4,577  3,338   439  815  9,170

セグメント利益    939   502   140  94  1,677

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（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。  

  

（３）重要な後発事象 

  当社は、平成23年２月７日開催の取締役会において、田中貴金属工業株式会社（以下、「田中貴金属」といいま

す。）との間で、イリジウム地金の安定供給等を目的とした資本業務提携契約の締結、及び田中貴金属を割当先とする

第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。詳細に関しましては、平成23年２月７日付で公表いたしました

「資本業務提携及び第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

４．補足情報
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