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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 16,109 △21.6 △211 ― 6 △98.8 1,475 389.6
23年3月期第2四半期 20,535 35.4 255 ― 519 ― 301 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 618百万円 （△45.8％） 23年3月期第2四半期 1,141百万円 （―％）

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 42.16 42.12
23年3月期第2四半期 8.61 8.60

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 49,838 36,385 70.1 997.84
23年3月期 50,600 36,015 68.3 987.74

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  34,919百万円 23年3月期  34,565百万円

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  

平成24年3月期の配当については、未定です。 

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 ― ― ― 6.00 6.00

24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― ― ―

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  ：  有  
業績予想につきましては、修正しています。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照願います。 

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 27,900 △24.5 △1,750 ― △800 ― 500 ― 14.29



(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『２．サマリー情報（その他）に関する事項』をご参照願います。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料２ページ『２．サマリー情報（その他）に関する事項』をご参照願います。 

(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 
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有ります。 

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   ：  有

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 34,997,824 株 23年3月期 34,997,824 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,839 株 23年3月期 2,731 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 34,995,041 株 23年3月期2Q 34,993,680 株
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1. 当四半期決算に関する定性的情報 
(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わが国経済は、東日本大震災の影響によって発生したサプ

ライチェーンの混乱や電力供給不足による生産調整等の影響があったものの、概ね回復基調で推

移してまいりましたが、欧州発の金融・財政不安や米国の景気後退を背景にした急激な円高の進

行により、非常に不透明な状況にあります。 
当社は、このような状況のもと、経営資源を電子材料分野及びディスプレイ材料分野に集中し

売上の増大を図るとともにコスト削減に努めてまいりましたが、電子材料分野の売上が期首予想

よりも大きく落ち込みました。コスト削減につきましては、材料ロスの削減、製造ラインの集約

化等によるエネルギー費の削減等に努めてまいりました。 
これらの結果、当第 2 四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、161 億 9 百万円

（前年同期比 21.6%減）となりました。損益面につきましては、営業損失 2 億 11 百万円（前年

同期は 2 億 55 百万円の営業利益）、経常利益 6 百万円（前年同期比 98.8%減）、四半期純利益 14
億 75 百万円（前年同期比 389.6%増）となりました。 

(2) 連結業績予想に関する定性的情報 
欧州での金融・財政不安、米国の景気後退、新興国におけるインフレ抑制の為の金融引き締め

等により世界経済の下振れリスクが非常に高くなってまいりました。当社においては、急激な円

高の進行とタイにおける洪水被害の長期化の影響等により、経営環境は厳しくなっております。

第 2 四半期連結累計期間の実績及び最近の経営環境を踏まえ、平成 23 年 4 月 28 日に公表いた

しました業績予想の数値から修正いたしました。 
詳細につきましては、本日公表の『第 2 四半期（累計）連結業績予想値と実績値との差異及び

通期連結業績予想の修正に関するお知らせ』を参照願います。 
 
2. サマリー情報（その他）に関する事項 

(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作成に特有の会計処理の適用 
税金費用については、当第 2 四半期連結会計期間を含む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

乗じて計算しております。法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要な

ものに限定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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
当第 1 四半期連結会計期間より、「1 株当り当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２

号 平成 22 年６月 30 日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号 平成 22 年６月 30 日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第９号 平成 22 年６月 30 日）を適用しております。 
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定

するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、

ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める

方法に変更しております。 
なお、これによる影響はありません。 
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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 6,890,332 8,465,283

受取手形及び売掛金 10,111,114 9,778,061

有価証券 651,012 803,200

商品及び製品 2,854,774 2,586,292

仕掛品 1,832,783 1,550,638

原材料及び貯蔵品 1,672,922 1,940,034

その他 2,427,866 911,230

貸倒引当金 △133,671 △133,284

流動資産合計 26,307,134 25,901,456

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,369,226 6,431,789

機械装置及び運搬具（純額） 3,372,748 3,145,333

その他（純額） 2,239,063 2,064,879

有形固定資産合計 11,981,037 11,642,001

無形固定資産   

のれん 86,894 71,375

その他 160,092 152,906

無形固定資産合計 246,987 224,282

投資その他の資産   

投資有価証券 11,433,624 11,430,604

その他 978,500 1,071,928

貸倒引当金 △346,620 △431,456

投資その他の資産合計 12,065,503 12,071,077

固定資産合計 24,293,528 23,937,361

資産合計 50,600,663 49,838,818
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（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 5,575,287 5,200,987

短期借入金 867,863 1,334,286

1年内返済予定の長期借入金 642,989 632,090

1年内償還予定の社債 97,456 79,279

未払法人税等 455,513 102,422

賞与引当金 540,684 501,525

役員賞与引当金 3,093 1,906

製品保証引当金 324,215 182,959

その他 1,935,049 1,996,532

流動負債合計 10,442,153 10,031,990

固定負債   

社債 80,168 50,665

長期借入金 1,503,760 1,364,643

退職給付引当金 31,196 45,043

資産除去債務 64,965 65,060

その他 2,463,132 1,895,538

固定負債合計 4,143,223 3,420,951

負債合計 14,585,376 13,452,942

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,117,259 7,117,259

資本剰余金 6,229,282 6,229,282

利益剰余金 20,578,297 21,840,204

自己株式 △1,523 △1,568

株主資本合計 33,923,315 35,185,176

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,188,674 175,300

為替換算調整勘定 △546,000 △441,243

その他の包括利益累計額合計 642,673 △265,942

新株予約権 245,329 211,275

少数株主持分 1,203,967 1,255,367

純資産合計 36,015,286 36,385,876

負債純資産合計 50,600,663 49,838,818
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（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 20,535,970 16,109,836

売上原価 18,143,708 14,183,033

売上総利益 2,392,261 1,926,803

販売費及び一般管理費 2,137,142 2,138,338

営業利益又は営業損失（△） 255,119 △211,535

営業外収益   

受取利息 16,312 24,981

受取配当金 11,854 22,789

持分法による投資利益 491,885 467,355

負ののれん償却額 18,457 18,457

その他 94,045 198,182

営業外収益合計 632,556 731,765

営業外費用   

支払利息 57,971 52,232

為替差損 204,038 346,242

製品保証引当金繰入額 72,018 －

その他 33,708 115,724

営業外費用合計 367,736 514,200

経常利益 519,939 6,030

特別利益   

固定資産売却益 790 60,382

投資有価証券売却益 － 1,492,836

貸倒引当金戻入額 42,515 －

その他 12,109 69,939

特別利益合計 55,415 1,623,158

特別損失   

固定資産売却損 31 16

固定資産除却損 － 3,273

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 39,940 －

持分変動損失 － 9,438

ゴルフ会員権評価損 － 1,340

その他 8,844 －

特別損失合計 48,817 14,068

税金等調整前四半期純利益 526,537 1,615,119

法人税等 236,339 88,599

少数株主損益調整前四半期純利益 290,198 1,526,520

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11,154 51,224

四半期純利益 301,353 1,475,296
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（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 290,198 1,526,520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 991,747 △1,013,374

為替換算調整勘定 △53,059 78,956

持分法適用会社に対する持分相当額 △87,568 25,976

その他の包括利益合計 851,120 △908,441

四半期包括利益 1,141,318 618,079

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,177,345 566,679

少数株主に係る四半期包括利益 △36,026 51,399

株式会社有沢製作所（5208） 平成24年3月期 第2四半期決算短信

- 6 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 526,537 1,615,119

減価償却費 1,302,433 779,683

のれん償却額 9,490 15,333

株式報酬費用 31,505 30,769

新株予約権戻入益 △10,196 △64,823

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,983 88,723

賞与引当金の増減額（△は減少） 157,976 △39,159

製品保証引当金の増減額（△は減少） 42,224 △141,256

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,835 △1,186

退職給付引当金の増減額（△は減少） 490 12,988

受取利息及び受取配当金 △28,167 △47,770

支払利息 57,971 52,232

為替差損益（△は益） 85,796 303,661

持分法による投資損益（△は益） △491,885 △467,355

持分変動損益（△は益） － 9,438

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △1,913 △1,492,836

投資有価証券評価損益（△は益） 3,405 17,394

固定資産売却損益（△は益） － △60,382

有形固定資産除却損 7,510 2,234

売上債権の増減額（△は増加） △4,366,276 284,574

たな卸資産の増減額（△は増加） △600,283 312,008

仕入債務の増減額（△は減少） 2,245,615 △414,501

負ののれん償却額 △18,457 △18,457

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 39,940 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △106,489 137,802

その他の資産の増減額（△は増加） 92,392 65,064

その他の負債の増減額（△は減少） 245,375 △163,146

その他 △758 8

小計 △801,580 816,162

利息及び配当金の受取額 117,203 351,264

利息の支払額 △58,090 △52,380

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 114,302 △432,947

営業活動によるキャッシュ・フロー △628,164 682,098
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △170,000 △358,650

定期預金の払戻による収入 1,475,950 1,550,000

有価証券の取得による支出 △3,047,128 △999,333

有価証券の売却による収入 2,100,000 1,050,000

有形固定資産の取得による支出 △520,496 △766,434

有形固定資産の売却による収入 3,098 437,598

無形固定資産の取得による支出 △3,154 △8,932

投資有価証券の取得による支出 △557,892 △1,374,188

投資有価証券の売却による収入 19,698 2,829,965

貸付けによる支出 △95,000 △1,000

貸付金の回収による収入 56,154 2,950

投資活動によるキャッシュ・フロー △738,771 2,361,975

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） 376,136 460,045

長期借入れによる収入 222,200 324,743

長期借入金の返済による支出 △321,605 △483,406

社債の償還による支出 △77,442 △49,765

リース債務の返済による支出 △142,636 △149,387

自己株式の取得による支出 △287 △45

配当金の支払額 △278,280 △208,521

少数株主への配当金の支払額 △587 △3,419

その他 3 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △222,499 △109,756

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74,771 △68,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,664,206 2,866,186

現金及び現金同等物の期首残高 6,270,266 4,112,839

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,606,059 6,979,025
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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） 

１．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  

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他工業用素材事業等を含んで

おります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント  
その他 
（注） 

合計 
電子材料 

ディスプ
レイ材料 

電気絶縁材
料 

産業用構造
材料 

計 

売上高               

外部顧客への売上高  9,742,187 6,667,970 1,487,506 1,451,410  19,349,074  1,186,895 20,535,970

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － －  －  361,915 361,915

計  9,742,187 6,667,970 1,487,506 1,451,410  19,349,074  1,548,810 20,897,885

セグメント利益又は損

失（△） 
 740,427 △303,159 254,614 107,501  799,384  106,861 906,245

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  691,882

「その他」の区分の利益  214,362

セグメント間取引消去  △33,468

のれんの償却額  △9,490

全社費用（注）  △602,782

棚卸資産の調整額  △5,384

四半期連結損益計算書の営業利益  255,119
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Ⅱ 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） 

１．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  

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他工業用素材事業等を含んで

おります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

前第３四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）より、「その他」に含まれる事

業セグメントのうち、「産業用構造材料事業」について、同事業セグメントの重要性が増したことから、

「産業用構造材料事業」を新たな報告セグメントとしております。なお、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）の数値につきましては、変更後の区分で表示しております。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント  
その他 
（注） 

合計 
電子材料 

ディスプ
レイ材料 

電気絶縁材
料 

産業用構造
材料 

計 

売上高               

外部顧客への売上高  8,358,371 2,503,260 1,600,463 2,667,704  15,129,801  980,035 16,109,836

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － －  －  357,581 357,581

計  8,358,371 2,503,260 1,600,463 2,667,704  15,129,801  1,337,617 16,467,418

セグメント利益又は損

失（△） 
 404,620 △139,295 207,237 △19,665  452,897  99,623 552,521

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  452,897

「その他」の区分の利益  99,623

セグメント間取引消去  △34,451

のれんの償却額  △15,333

全社費用（注）  △698,711

棚卸資産の調整額  △15,560

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △211,535

（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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