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1.  平成23年6月期第3四半期の業績（平成22年7月1日～平成23年3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3四半期 28,362 72.1 3,946 25.0 3,696 18.4 3,113 24.7
22年6月期第3四半期 16,481 △6.2 3,158 ― 3,121 ― 2,496 ―

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3四半期 516.73 514.20
22年6月期第3四半期 855.31 850.62

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3四半期 32,203 18,363 57.0 2,526.13
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3四半期  18,345百万円 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  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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3Q 7,265,212株 22年6月期  5,846,412株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  3,003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3Q 6,029,262株 22年6月期3Q 2,920,040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きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、ゆるやかな回復基調から足踏み状態が続き、第２四半期後半

から、企業の設備投資や、エコポイント制度終了前の家電製品への駆込み需要などによる個人消費に、一部持ち

直しの兆しが見えておりましたが、３月11日に発生した東日本大震災による未曾有の被害や資源・電力不足が広

範囲に影響を及ぼし、各種生産活動や輸出・個人消費を大きく鈍化させる状況に陥りました。   

 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、震災前までは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イリジウムルツボの受注が好調だったほか、半導体製造装置向け温

度センサー、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等の受注も総じて堅調に推移いたしまし

た。なお、震災により、当社もつくば工場、土浦工場、及び仙台営業所が被害を受けましたが、約１週間で生産

体制を復旧させることができ、生産への影響は軽微にとどまりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間において、売上高28,362百万円（前年同期比72.1％増）売上総利益5,333百

万円（前年同期比19.1％増）、営業利益3,946百万円（前年期比25.0％増）、経常利益3,696百万円（前年同期比

18.4％増）、四半期純利益3,113百万円（前年期比24.7％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需要の拡大を背景として、ＬＥＤ基板用単結晶育成装置向けイリジウムルツボの受注が好調に

推移し、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12,913百万円（前年同期比

175.2％増）、売上総利益2,553百万円（前年同期比106.2％増）となりました。 

    [薄膜] 

 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向け銀合金ターゲットの受注は引き続き堅

調な推移を見せましたが、ＨＤの記録容量増大用ルテニウムターゲットは在庫調整により受注回復に至らず、円

高や加工費の値下げの影響もあったことから、売上高10,599百万円（前年同期比21.0％増）、売上総利益1,775

百万円（前年同期比31.1％減）となりました。 

    [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1,393百万円（前年同期比64.9％増）、売上総利益436百万円（前年同期比124.7％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の貴金属化合物の受注が増加し、電極材料としての貴金属化合物の受注

も堅調に推移したことから、売上高3,454百万円（前年同期比58.5％増）、売上総利益567百万円（前年同期比

21.7％増）となりました。 

②海外売上 

 当第３四半期累計期間における輸出売上高は5,001百万円（総売上高に占める割合は17.6％）となりました。 

地域別にはアジア向け輸出売上高4,179百万円（海外売上高に占める割合は83.6％）、北米向け輸出売上高649百

万円（海外売上高に占める割合は13.0％）、欧州向け輸出売上高172百万円（海外売上高に占める割合は3.4％）

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３四半期累計期間末における総資産は32,203百万円（前事業年度末比4,012百万円の増加）、負債は

13,839百万円（前事業年度末比6,090百万円の減少）、純資産は18,363百万円（前事業年度末比10,101百万円の

増加）となりました。財務数値が大きく変動したのは、田中貴金属工業株式会社を割当先とする第三者割当に

よる新株式を発行したことが主な要因であります。 

 なお、詳細は以下のとおりであります。  

[流動資産] 

 当第３四半期累計期間末における流動資産残高は26,238百万円となり、前事業年度末比3,394百万円増加いた

しました。これは売掛金が640百万円、未収消費税等が309百万円それぞれ減少しましたが、現金及び預金が

3,775百万円、たな卸資産が481百万円それぞれ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



[固定資産] 

 当第３四半期累計期間末における固定資産残高は5,964百万円となり、前事業年度末比617百万円増加いたしま

した。これは減価償却費が416百万円ありましたが、建物が145百万円、建物付属設備が132百万円、機械及び装

置が原材料の一部からの振替え584百万円を含め748百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。 

[流動負債] 

 当第３四半期累計期間末における流動負債残高は9,444百万円となり、前事業年度末比6,903百万円減少いたし

ました。これは１年内返済予定の長期借入金が181百万円増加しましたが、買掛金が 1,934百万円、短期借入金

が4,800百万円、未払法人税等が155百万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３四半期累計期間末における固定負債残高は4,394百万円となり、前事業年度末比813百万円増加いたしま

した。これは長期借入金が823百万円増加したことが主な要因であります。 

[純資産]                                              

 当第３四半期累計期間末における純資産残高は18,363百万円となり、前事業年度末比10,101百万円増加いたし

ました。これは資本金が3,542百万円、資本準備金が3,542百万円、繰越利益剰余金が2,997百万円それぞれ増加

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３四半期累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、前事業年度末比3,775

百万円増加(前年同期は406百万円増加）し、4,528百万円となりました。なお、当第３四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］ 

 営業活動により得られた資金は1,376百万円（前年同期は710百万円の獲得）となりました。これは主に、キャ

ッシュ・フローの減少要因として、固定資産振替前のたな卸資産が1,064百万円増加し、仕入債務が2,064百万円

減少しましたが、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3,604百万円、減価償却費が416

百万円あり、売上債権が569百万円、未収消費税が309百万円それぞれ減少し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642百万円（前年同期は126百万円の使用）となりました。これは、有形固定資産の

取得による支出が627百万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3,041百万円（前年同期は177百万円の使用）となりました。これは、短期借入

金の返済が4,800百万円、長期借入金の返済が945百万円、配当金の支払額が116百万円ありましたが、長期借入

金の収入が1,950百万円、株式の発行による収入が6,953百万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）を適

用しております。 

 これによる当第３四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



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年３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 4,538 763

受取手形 174 85

売掛金 5,034 5,674

商品及び製品 1,983 1,388

仕掛品 1,953 1,703

原材料及び貯蔵品 12,195 12,558

前払費用 59 63

繰延税金資産 76 60

未収消費税等 211 520

その他 12 25

流動資産合計 26,238 22,844

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,347 2,242

構築物（純額） 65 76

機械及び装置（純額） 1,564 1,019

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 21 23

土地 1,612 1,612

リース資産（純額） 44 54

建設仮勘定 24 34

有形固定資産合計 5,680 5,063

無形固定資産 159 147

投資その他の資産 124 136

固定資産合計 5,964 5,347

資産合計 32,203 28,191



（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年３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 2,738 4,672

短期借入金 4,200 9,000

1年内返済予定の長期借入金 1,311 1,130

リース債務 20 16

未払金 246 377

未払法人税等 476 631

賞与引当金 146 110

役員賞与引当金 － 54

災害損失引当金 80 －

設備関係未払金 11 215

その他 212 139

流動負債合計 9,444 16,347

固定負債   

長期借入金 3,465 2,642

繰延税金負債 189 250

リース債務 51 46

退職給付引当金 231 199

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 4,394 3,581

負債合計 13,839 19,929

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,445 1,903

新株式申込証拠金 0 －

資本準備金 5,414 1,872

利益準備金 9 9

別途積立金 80 80

繰越利益剰余金 7,402 4,405

自己株式 △6 △5

株主資本合計 18,345 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 18,363 8,262

負債純資産合計 32,203 28,191



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 16,481 28,362

売上原価 12,003 23,029

売上総利益 4,478 5,333

販売費及び一般管理費 1,319 1,386

営業利益 3,158 3,946

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

為替差益 22 18

助成金収入 38 －

雑収入 20 5

営業外収益合計 81 23

営業外費用   

支払利息 108 132

デリバティブ評価損 9 11

株式交付費 － 129

その他 － 0

営業外費用合計 118 274

経常利益 3,121 3,696

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 － 8

災害損失 － 2

災害損失引当金繰入 － 80

特別損失合計 2 91

税引前四半期純利益 3,119 3,604

法人税、住民税及び事業税 782 569

法人税等調整額 △159 △78

四半期純利益 2,496 3,113



（第３四半期会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 5,917 9,295

売上原価 4,266 7,653

売上総利益 1,650 1,641

販売費及び一般管理費 462 478

営業利益 1,188 1,163

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

為替差益 1 32

デリバティブ評価益 10 －

助成金収入 13 －

雑収入 0 3

営業外収益合計 25 36

営業外費用   

支払利息 34 39

デリバティブ評価損 － 21

株式交付費 － 129

その他 － 0

営業外費用合計 34 190

経常利益 1,179 1,008

特別損失   

投資有価証券評価損 － 0

災害損失 － 2

災害損失引当金繰入 － 80

特別損失合計 － 83

税引前四半期純利益 1,179 925

法人税、住民税及び事業税 452 458

法人税等調整額 △79 △107

四半期純利益 806 573



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３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 3,119 3,604

減価償却費 426 416

株式交付費 － 129

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 108 132

為替差損益（△は益） 22 △18

売上債権の増減額（△は増加） △2,272 569

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,461 △1,064

仕入債務の増減額（△は減少） 1,931 △2,064

未収消費税等の増減額（△は増加） 214 309

その他 275 244

小計 364 2,258

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △107 △131

法人税等の支払額 △4 △752

法人税等の還付額 457 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 710 1,376

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 △118 △627

その他 △7 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △126 △642

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） 20 △4,800

長期借入れによる収入 1,450 1,950

長期借入金の返済による支出 △1,600 △945

株式の発行による収入 11 6,953

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △58 △116

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △177 3,041

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 406 3,775

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 736 4,528



 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３四半期累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：百万円）

  

 当第３四半期会計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３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。 

  

  

 当社は、平成23年２月７日付「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」

にて公表いたしました田中貴金属工業株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行に関しまして、平成

23年２月25日付で払込み手続きが完了いたしました。この結果、当第３四半期会計期間において資本金が

百万円、資本準備金が 百万円増加し、当第３四半期会計期間末において資本金が 百万円、資本準備金

が 百万円となっております。  

（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  
 12,913  10,599   1,393  3,454   28,362

セグメント利益    2,553   1,775   436  567   5,333

  

  

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  
 4,183  3,372   494  1,245  9,295

セグメント利益    873   436   154  177  1,641

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

3,540

3,540 5,445

5,414



（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．補足情報
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