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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 40,961 9.3 4,076 42.6 4,242 49.6 2,488 55.8
23年3月期第2四半期 37,478 15.1 2,858 ― 2,835 ― 1,597 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,295百万円 （324.1％） 23年3月期第2四半期 541百万円 （―％）

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 55.30 ―

23年3月期第2四半期 35.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 143,127 119,822 82.6
23年3月期 147,085 118,567 79.5

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  118,270百万円 23年3月期  116,910百万円

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 ― 15.00 ― 18.00 33.00
24年3月期 ― 18.00

24年3月期（予想） ― 18.00 36.00

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 80,000 0.1 6,400 5.9 7,000 5.4 4,200 15.1 93.32
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(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  ：  無  

(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いません。 

※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およ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あります。 

4.  その他

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 46,600,000 株 23年3月期 46,600,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,595,502 株 23年3月期 1,595,228 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 45,004,637 株 23年3月期2Q 45,005,859 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（平成23年４月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災後の

サプライチェーンの復旧により生産等に持ち直しの動きがみられましたが、欧州や米国の財政・経済不安による世

界的な景気低迷や急激な円高進行等により、先行き不透明感が続いています。  

  このような情勢の下、当企業集団は、引き続き経営の合理化のほか、需要が旺盛であるエキシマレーザー用フォ

トレジストの拡販ならびに装置事業での検収促進に努めてまいりました。材料事業につきましては、エレクトロニ

クス機能材料の半導体用フォトレジストが、海外ユーザーからの需要増加等により堅調に推移いたしましたもの

の、高純度化学薬品や前期に譲渡した印刷材料の減収の影響を受け、売上は前年同期を下回りました。一方、装置

事業では、出荷済み製品の検収促進に注力した結果、売上は前年同期を大幅に上回ることができました。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は409億61百万円（前年同期比9.3％増）、利益面におきま

しては、円高の進行等がありましたものの、材料事業における先端材料の販売数量の増加や装置事業の採算が改善

できたことに加え、コスト削減の効果が大きく寄与し、営業利益は40億76百万円（同42.6％増）、経常利益は42億

42百万円（同49.6％増）、四半期純利益は24億88百万円（同55.8％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

① 材料事業 

 エレクトロニクス機能材料部門は、液晶ディスプレイ用フォトレジストが液晶テレビ需要の低迷により、ユーザ

ーでの工場稼働率低下の影響から売上は減少いたしましたが、半導体向けエキシマレーザー用フォトレジストが特

にアジア地域で好調に推移し、当部門の売上高は223億89百万円（前年同期比7.5％増）となりました。  

 高純度化学薬品部門におきましては、東日本大震災により国内向け出荷の減少のほか、北米向け製品の価格下落

等により、当部門の売上高は117億47百万円（同8.6％減）となりました。 

 この結果、材料事業の売上高は344億75百万円（同3.0％減）、営業利益は52億60百万円（同7.3％減）となりま

した。 

（単位：百万円）  

  

② 装置事業 

 液晶パネルメーカーの設備投資抑制に加え、シリコン貫通電極形成システムを使用する３次元実装市場の立ち上

がりの遅延等により、受注は前年同期を下回りました。一方、液晶パネル製造装置のアジア地域における出荷済製

品の検収促進に注力した結果、売上は前年同期を大きく上回ることができました。 

 この結果、装置事業の売上高は65億34百万円（同3.3倍）、営業利益は２億90百万円（前年同期は営業損失12億

59百万円）と黒字転換することができました。 

（単位：百万円）  

  

 なお、セグメント間の取引につきましては、相殺消去しておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 増減額  増減率

売上高 35,544 34,475 △1,069 △3.0％ 

営業利益 5,677 5,260 △416 △7.3％ 

  前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 増減額  増減率

売上高 1,970 6,534 4,564 3.3倍 

営業利益または 

営業損失（△） 
△1,259 290  1,549     －  
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 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

(資産、負債及び純資産の状況)  

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、1,431億27百万円で、前連結会計年度末に比べ39億57百万円減少い

たしました。 

 流動資産は67億93百万円減少いたしましたが、これはたな卸資産が33億61百万円、繰延税金資産の減少等により

その他が14億25百万円、受取手形及び売掛金が12億91百万円、それぞれ減少したことが主な要因であります。 

 固定資産につきましては28億35百万円増加いたしましたが、これは投資その他の資産のその他が投資有価証券の

期末評価による減少等により８億12百万円、有形固定資産が減価償却の進行等により３億16百万円、それぞれ減少

したものの、長期預金が40億円増加したことが主な要因であります。 

 負債合計は、233億５百万円で、前連結会計年度末に比べ52億12百万円減少いたしました。これは流動負債のそ

の他が前受金の減少等により45億65百万円、支払手形及び買掛金が３億30百万円、未払法人税等が２億１百万円、

それぞれ減少したことが主な要因であります。 

 純資産合計は、1,198億22百万円で、前連結会計年度末に比べ12億54百万円増加いたしました。これは利益剰余

金の配当８億10百万円や、その他有価証券評価差額金が２億89百万円、少数株主持分が１億５百万円、それぞれ減

少したものの、当四半期純利益24億88百万円を確保したことが主な要因であります。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は82.6％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10月25日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の業績予想数値から変更しておりま

せん。  

 なお、為替相場は78円／＄を想定しております。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及 

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂 

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：百万円）

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 48,024 47,291

受取手形及び売掛金 21,309 20,017

商品及び製品 13,760 10,814

仕掛品 3,191 2,817

原材料及び貯蔵品 3,305 3,265

その他 4,306 2,881

貸倒引当金 △97 △80

流動資産合計 93,799 87,005

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,634 15,122

その他（純額） 14,781 14,976

有形固定資産合計 30,415 30,099

無形固定資産 257 192

投資その他の資産   

長期預金 14,000 18,000

その他 9,226 8,413

貸倒引当金 △614 △583

投資その他の資産合計 22,612 25,830

固定資産合計 53,285 56,121

資産合計 147,085 143,127

－ 4 －
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（単位：百万円）

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 8,415 8,084

未払法人税等 442 240

賞与引当金 1,504 1,428

その他 16,049 11,484

流動負債合計 26,412 21,238

固定負債   

退職給付引当金 1,211 1,243

その他 894 824

固定負債合計 2,105 2,067

負債合計 28,517 23,305

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,640 14,640

資本剰余金 15,207 15,207

利益剰余金 91,933 93,612

自己株式 △2,929 △2,929

株主資本合計 118,852 120,531

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 953 663

為替換算調整勘定 △2,896 △2,924

その他の包括利益累計額合計 △1,942 △2,260

少数株主持分 1,657 1,551

純資産合計 118,567 119,822

負債純資産合計 147,085 143,127
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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：百万円）

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 37,478 40,961

売上原価 25,572 28,035

売上総利益 11,906 12,926

販売費及び一般管理費 9,047 8,849

営業利益 2,858 4,076

営業外収益   

受取利息 50 52

受取配当金 71 72

持分法による投資利益 21 101

その他 137 151

営業外収益合計 281 378

営業外費用   

為替差損 173 67

租税公課 72 112

その他 58 32

営業外費用合計 304 212

経常利益 2,835 4,242

特別利益   

固定資産売却益 7 5

貸倒引当金戻入額 230 －

特別利益合計 237 5

特別損失   

固定資産除却損 56 50

投資有価証券評価損 124 26

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 74 －

その他 54 16

特別損失合計 310 93

税金等調整前四半期純利益 2,762 4,154

法人税、住民税及び事業税 431 319

過年度法人税等 △114 －

法人税等調整額 766 1,223

法人税等合計 1,083 1,543

少数株主損益調整前四半期純利益 1,678 2,611

少数株主利益 80 122

四半期純利益 1,597 2,488
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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：百万円）

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 1,678 2,611

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △605 △289

為替換算調整勘定 △526 △31

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 5

その他の包括利益合計 △1,137 △315

四半期包括利益 541 2,295

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 527 2,170

少数株主に係る四半期包括利益 14 124
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 2,762 4,154

減価償却費 2,150 1,853

貸倒引当金の増減額（△は減少） △268 △55

賞与引当金の増減額（△は減少） 88 △76

退職給付引当金の増減額（△は減少） 106 26

受取利息及び受取配当金 △121 △125

為替差損益（△は益） 491 △128

持分法による投資損益（△は益） △21 △101

固定資産除却損 56 50

投資有価証券評価損益（△は益） 124 26

売上債権の増減額（△は増加） △1,073 1,399

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,070 3,405

仕入債務の増減額（△は減少） △431 △338

前受金の増減額（△は減少） 5,673 △4,668

その他 △157 362

小計 5,309 5,784

利息及び配当金の受取額 104 119

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △425 △564

過年度法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 73 29

その他の支出 △1 △1

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,061 5,366

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △353 △1,898

有形固定資産の取得による支出 △548 △1,105

無形固定資産の取得による支出 △28 △10

長期預金の預入による支出 △4,500 △10,500

長期預金の払戻による収入 2,000 1,500

その他 36 28

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,393 △11,985

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △673 △807

少数株主への配当金の支払額 △105 △230

その他 △2 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △780 △1,039

現金及び現金同等物に係る換算差額 △294 22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 592 △7,634

現金及び現金同等物の期首残高 29,110 39,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,702 31,991
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 該当事項はありません。 

  

  

（セグメント情報） 

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  

(単位：百万円） 

  

（注）１．セグメント利益または損失(△)の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない

全社費用 百万円が含まれており、これ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。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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。 

   

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  

(単位：百万円） 

  

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円が含まれており、これ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。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

材料事業 装置事業 計

売上高           

外部顧客への売上高  35,544  1,933  37,478  －  37,478

セグメント間の内部
売上高または振替高 

 －  36  36  △36  －

計  35,544  1,970  37,515  △36  37,478

セグメント利益または

損失(△) 
 5,677  △1,259  4,418  △1,559  2,858

△1,559

△1,559

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

材料事業 装置事業 計

売上高           

外部顧客への売上高  34,475  6,486  40,961  －  40,961

セグメント間の内部
売上高または振替高  0  48  48  △48  －

計  34,475  6,534  41,010  △48  40,961

セグメント利益  5,260  290  5,551  △1,474  4,076

△1,474 △1,474
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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