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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 3,296 △7.7 474 △11.3 414 △11.1 △19 △105.7

23年3月期第2四半期 3,569 30.2 535 105.3 466 78.6 340 48.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △24百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 150百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △0.97 ―

23年3月期第2四半期 16.96 ―

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

24年3月期第2四半期 10,073 7,871 78.1 392.19
23年3月期 10,521 8,176 77.7 407.40

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  7,871百万円 23年3月期  8,176百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 4.00 ― 14.00 18.00
24年3月期 ― 4.00

24年3月期（予想） ― 4.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 6,650 △5.7 868 △5.5 823 △6.2 301 121.3 15.01



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料2ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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 
 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ます。実際の業績は、今後さまざまな要因により業績予想とは異なる
結果となる可能性があります。なお、業績予想につきましては、2ページの連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 20,071,093 株 23年3月期 20,071,093 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 34 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 20,071,074 株 23年3月期2Q 20,071,186 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国、ユーロ圏の金融・財政問題等により依然として先行きの

不透明感を払拭できない状況にあります。 

 国内におきましても、東日本大震災の影響や世界的な景気の停滞、急激な円高等により先行きが非常に不透明な

状況となっております。 

 そのような中、エレクトロニクス業界では、スマートフォンやタブレットPC等の販売は堅調に推移したものの、

薄型テレビやPCの販売が厳しい状況となり、全般的に力強い需要はみられませんでした。 

 電子基板業界では、高密度電子基板を含め、全般的に不調となり、エレクトロニクス業界と同様に回復傾向には

至りませんでした。 

 このような状況のもと、当社グループはアジアを中心とする海外向けの高密度電子基板用薬品の販売と技術サポ

ートに注力いたしました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は32億96百万円（前年同期比7.7％減）となりました。営業利益

は４億74百万円（前年同期比11.3％減）、経常利益は４億14百万円（前年同期比11.1％減）、四半期純損失は19百

万円の損失（前年同期は、３億40百万円の四半期純利益）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債および純資産の状況 

 資産は、日本での売上減少による受取手形及び売掛金の減少および株式の時価下落による投資有価証券の減少の

結果、前連結会計年度に比べて４億47百万円減少し100億73百万円となりました。 

 負債は、日本での仕入の減少による支払手形及び買掛金の減少および設備関係支払手形の減少によるその他の科

目の減少の結果、前連結会計年度に比べて１億42百万円減少し22億２百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失および配当により利益剰余金が減少した結果、前連結会計年度に比べて３億５百万円減

少し78億71百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は78.1％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月29日に公表しました内容から変更はありません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費

用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

  なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,873,862 2,808,135

受取手形及び売掛金 1,907,656 1,667,706

商品及び製品 218,376 174,543

仕掛品 50,034 44,874

原材料及び貯蔵品 194,961 201,334

繰延税金資産 114,406 85,474

その他 43,046 61,011

貸倒引当金 △18,656 △7,055

流動資産合計 5,383,688 5,036,025

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,728,359 2,753,852

減価償却累計額 △1,475,620 △1,534,435

建物及び構築物（純額） 1,252,738 1,219,417

機械装置及び運搬具 1,437,268 1,474,345

減価償却累計額 △1,119,322 △1,144,070

機械装置及び運搬具（純額） 317,946 330,275

工具、器具及び備品 559,316 571,952

減価償却累計額 △433,130 △455,890

工具、器具及び備品（純額） 126,185 116,062

土地 2,815,259 2,819,998

建設仮勘定 49,618 104,595

有形固定資産合計 4,561,748 4,590,348

無形固定資産 37,433 42,977

投資その他の資産   

投資有価証券 422,246 300,827

その他 120,214 107,983

貸倒引当金 △3,918 △4,273

投資その他の資産合計 538,543 404,536

固定資産合計 5,137,724 5,037,862

資産合計 10,521,412 10,073,887



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 583,172 483,827

短期借入金 480,000 480,000

未払金 204,098 218,721

未払費用 44,037 39,854

未払法人税等 122,070 170,750

賞与引当金 151,000 169,295

その他 186,374 86,948

流動負債合計 1,770,753 1,649,396

固定負債   

繰延税金負債 368,707 328,234

退職給付引当金 99,137 113,642

その他 105,904 110,863

固定負債合計 573,749 552,740

負債合計 2,344,502 2,202,137

純資産の部   

株主資本   

資本金 594,142 594,142

資本剰余金 446,358 446,358

利益剰余金 7,780,948 7,480,489

自己株式 － △12

株主資本合計 8,821,449 8,520,977

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70,517 15,729

為替換算調整勘定 △715,057 △664,957

その他の包括利益累計額合計 △644,539 △649,227

純資産合計 8,176,910 7,871,750

負債純資産合計 10,521,412 10,073,887



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,569,195 3,296,021

売上原価 1,493,648 1,320,394

売上総利益 2,075,546 1,975,627

販売費及び一般管理費 1,539,860 1,500,668

営業利益 535,686 474,958

営業外収益   

受取利息 6,849 8,052

受取配当金 4,419 5,457

株式割当益 5,218 －

その他 5,728 7,752

営業外収益合計 22,215 21,262

営業外費用   

支払利息 2,626 2,237

投資有価証券評価損 66,205 35,481

為替差損 16,756 40,289

その他 5,950 3,469

営業外費用合計 91,539 81,478

経常利益 466,363 414,743

特別利益   

固定資産売却益 1,407 1,507

保険解約返戻金 1,549 2,744

特別利益合計 2,957 4,252

特別損失   

固定資産売却損 1,965 101

固定資産除却損 2,829 3,862

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,572 －

特別損失合計 7,368 3,963

税金等調整前四半期純利益 461,952 415,031

法人税等 121,505 190,082

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

－ 244,412

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

340,447 △19,464

四半期純利益又は四半期純損失（△） 340,447 △19,464



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

340,447 △19,464

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,447 △54,787

為替換算調整勘定 △166,334 50,100

その他の包括利益合計 △189,782 △4,687

四半期包括利益 150,665 △24,151

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 150,665 △24,151

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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