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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3月31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9月期第2四半期 7,322 21.0 165 △35.5 52 △78.4 29 40.6
23年9月期第2四半期 6,052 10.0 257 83.4 243 110.0 20 △64.9

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 40百万円 （73.3％） 23年9月期第2四半期 23百万円 （―％）

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9月期第2四半期 11.86 ―
23年9月期第2四半期 8.43 ―

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9月期第2四半期 4,861 2,070 42.6 832.18
23年9月期 4,963 2,067 41.6 830.95
（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  2,070百万円 23年9月期  2,067百万円

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  ：  有   

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9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年9月期 ― 0.00
24年9月期（予想） ― 15.00 15.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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   

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 14,321 9.5 310 △32.1 205 △62.2 105 △45.3 42.55



(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報告書のレビュー手続きの対象外ではありますが、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レビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、当社グループ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あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意点については、添付
資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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9月期2Q 2,572,300 株 23年9月期 2,572,300 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q 84,697 株 23年9月期 84,648 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 2,487,620 株 23年9月期2Q 2,487,800 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わが国経済は、欧州の財政問題に端を発した世界景気の減速や、円高の長期

化の影響から、景気回復の動きに一服感が見られました。 

当社グループの経営成績に大きく影響を及ぼす、電子部品・デバイス工業分野においては、スマートフォンやタ

ブレット端末の普及という追い風はあるものの、円高や世界的な景気減速の影響によって、全体として生産数量が

減少しました。一方、主力製品である金の価格は、調整の動きが見られたものの、円高の動きがやわらいだことも

あり、依然として高値で推移しました。また、銅の価格については、前年度後半からやや軟調な動きとなっており

ましたが、当期間においては、底堅く推移しました。 

このような環境のもと、当社グループでは、年度目標である、新しい市場の開拓、新たな事業基盤となり得る新

規事業の構築、生産の効率化や新規事業創出のための技術開発、社内諸制度の変革を通じた経営管理体制の強化に

取り組み、企業価値の向上に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間において、電子部品・デバイス工業分野の生産減少の影響を受けながら

も、貴金属価格が高値を維持したことによって、売上高は、7,322百万円（前年同四半期比21.0％増）となりまし

た。営業利益は、新規事業への先行投資の実施等によって、165百万円（前年同四半期比35.5％減）となりまし

た。経常利益は、貴金属及び銅の価格変動リスク回避のために行っているデリバティブ取引により、洗い替え等に

よるデリバティブ評価損100百万円を計上し、52百万円（前年同四半期比78.4％減）となりました。四半期純利益

は、29百万円（前年同四半期比40.6％増）となりました。 

  

各セグメント別の業績は次のとおりです。なお、各セグメントの金額については、セグメント間取引を含んでお

ります。 

（貴金属事業） 

当事業の主要なお客様が属する電子部品・デバイス工業分野の生産は、前年同期の水準を下回りましたが、既存

の取引先との取引量拡大や新規市場開拓の成果によって、貴金属の販売数量が前年同期実績を上回りました。ま

た、主力製品である金の販売価格は、高値で推移しました。主力製品の販売数量と平均販売価格が、共に前年同期

実績を上回ったことから、売上高は、6,785百万円（前年同四半期比23.7％増）となりました。セグメント利益

は、新規事業への先行投資を実施したことと、上述の貴金属に関するデリバティブ取引による評価損を計上したこ

と等によって、252百万円（前年同四半期比29.7％減）となりました。 

（環境事業） 

当事業の主要なお客様が属する電子回路基板業界の生産は、依然足取りが重く、当社の電子回路基板向けエッチ

ング液や、銅ペレットの販売数量は、前年同期の実績を下回りました。銅ペレットの販売価格も、前年同期の水準

を大幅に下回り、減収要因となりました。一方、新規事業においては、売上を伸ばすことができましたが、減収分

を補いきれず、売上高は、505百万円（前年同四半期比4.3％減）となりました。セグメント利益は、製品販売価格

の低下による売上高の減少に加え、上述の銅に関するデリバティブ取引による評価損を計上したことによって、61

百万円（前年同四半期比55.7％減）となりました。 

（その他） 

その他に含まれるシステム受託開発事業及び運輸事業においては、厳しい事業環境の中での利益確保を目指し、

コスト削減等の合理化と顧客満足の向上に継続的に取り組んでまいりました。この結果、その他の売上高は、107

百万円（前年同四半期比8.8％減）となり、セグメント利益は、11百万円（前年同四半期は0百万円のセグメント損

失）となりました。 

   

（２）連結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 

（資産の部） 

前連結会計年度末に比べて102百万円減少し、4,861百万円となりました。 

主な要因は、たな卸資産が136百万円、有形固定資産が8百万円増加し、受取手形及び売掛金が171百万円、デ

リバティブ債権が78百万円減少したことです。 

（負債の部） 

前連結会計年度末に比べて105百万円減少し、2,790百万円となりました。 

主な要因は、社債が150百万円、長期借入金が136百万円増加し、買掛金が44百万円、短期借入金が289百万

円、未払法人税等が54百万円減少したことです。 

（純資産の部） 

前連結会計年度末に比べて3百万円増加し、2,070百万円となりました。 

主な要因は、その他有価証券評価差額金が10百万円増加し、利益剰余金が7百万円減少したことです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5百万円増加し、648百

万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

営業活動により獲得した資金は、178百万円となりました。（前年同四半期は390百万円の収入） 

これは、主な支出要因として、たな卸資産の増加額が136百万円、仕入債務の減少額が44百万円、法人税等の

支払額が70百万円であったものの、主な収入要因として、税金等調整前四半期純利益が51百万円、減価償却費が

99百万円、デリバティブ評価損が100百万円、売上債権の減少額が171百万円であったことによるものです。 

（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、132百万円となりました。（前年同四半期は74百万円の支出） 

これは、主に有形固定資産の取得に140百万円を支出したことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は、40百万円となりました。（前年同四半期は50百万円の収入） 

これは、主な支出要因として短期借入金の減少額が295百万円、長期借入金の返済額が57百万円、社債の償還

額が40百万円、配当金の支払額が36百万円あったものの、主な収入要因として、長期借入金による収入額が200

百万円、社債の発行による収入額が195百万円であったことによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

昨今の事業環境や最近の業績動向を踏まえ、平成24年９月期（平成23年10月１日～平成24年９月30日）の業績予

想について、本日修正発表しております。詳細については、本日発表の「平成24年９月期第２四半期累計業績予想

と実績との差異、通期業績予想の修正、及び配当予想の修正についてのお知らせ」をご参照ください。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,244,590 1,240,506 

受取手形及び売掛金 469,618 298,344 

商品及び製品 630,012 879,823 

仕掛品 447,728 331,442 

原材料及び貯蔵品 12,189 15,027 

繰延税金資産 66,403 56,494 

その他 128,591 52,128 

流動資産合計 2,999,135 2,873,766 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,136,811 1,174,528 

減価償却累計額 △607,478 △630,238 

建物及び構築物（純額） 529,332 544,289 

機械装置及び運搬具 1,714,866 1,793,846 

減価償却累計額 △1,443,771 △1,493,457 

機械装置及び運搬具（純額） 271,095 300,388 

土地 884,321 880,137 

リース資産 71,231 71,234 

減価償却累計額 △18,085 △24,733 

リース資産（純額） 53,146 46,501 

建設仮勘定 31,951 10,972 

その他 168,509 163,167 

減価償却累計額 △145,663 △143,961 

その他（純額） 22,846 19,205 

有形固定資産合計 1,792,693 1,801,494 

無形固定資産 29,259 27,712 

投資その他の資産   

投資有価証券 65,369 79,246 

繰延税金資産 14,937 15,771 

その他 65,468 63,362 

貸倒引当金 △3,366 － 

投資その他の資産合計 142,408 158,381 

固定資産合計 1,964,360 1,987,588 

資産合計 4,963,495 4,861,354 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 242,703 198,623 

短期借入金 1,102,367 813,315 

1年内償還予定の社債 50,000 60,000 

リース債務 13,936 13,798 

未払法人税等 73,986 19,337 

災害損失引当金 6,303 － 

その他 557,888 567,934 

流動負債合計 2,047,185 1,673,008 

固定負債   

社債 360,000 510,000 

長期借入金 93,314 229,950 

リース債務 41,844 35,041 

退職給付引当金 76,660 65,885 

その他 277,380 276,644 

固定負債合計 849,200 1,117,521 

負債合計 2,896,385 2,790,530 

純資産の部   

株主資本   

資本金 504,295 504,295 

資本剰余金 339,295 339,295 

利益剰余金 1,252,028 1,244,207 

自己株式 △46,400 △46,426 

株主資本合計 2,049,219 2,041,372 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 17,890 28,759 

その他の包括利益累計額合計 17,890 28,759 

新株予約権 － 693 

純資産合計 2,067,110 2,070,824 

負債純資産合計 4,963,495 4,861,354 
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 6,052,069 7,322,077 

売上原価 5,218,759 6,479,946 

売上総利益 833,310 842,131 

販売費及び一般管理費 576,116 676,316 

営業利益 257,193 165,815 

営業外収益   

受取利息 55 25 

受取配当金 1,137 753 

受取賃貸料 3,665 3,952 

借入金地金評価益 － 3,616 

その他 4,917 2,070 

営業外収益合計 9,775 10,417 

営業外費用   

支払利息 13,677 10,893 

デリバティブ評価損 － 100,799 

借入金地金評価損 3,784 － 

その他 5,775 11,843 

営業外費用合計 23,237 123,537 

経常利益 243,731 52,695 

特別損失   

減損損失 34,481 － 

災害による損失 24,112 － 

災害損失引当金繰入額 41,351 － 

固定資産除却損 6,315 844 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 37,271 － 

その他 800 － 

特別損失合計 144,331 844 

税金等調整前四半期純利益 99,400 51,851 

法人税、住民税及び事業税 51,575 16,291 

法人税等調整額 26,845 6,066 

法人税等合計 78,421 22,358 

少数株主損益調整前四半期純利益 20,979 29,492 

四半期純利益 20,979 29,492 
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 20,979 29,492 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,307 10,869 

その他の包括利益合計 2,307 10,869 

四半期包括利益 23,286 40,361 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 23,286 40,361 
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（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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31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 99,400 51,851 

減価償却費 83,287 99,075 

減損損失 34,481 － 

株式報酬費用 － 693 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 660 － 

災害損失引当金の増減額（△は減少） 41,351 △6,303 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,728 △10,775 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,260 － 

受取利息及び受取配当金 △1,192 △778 

支払利息 13,677 10,893 

社債発行費 1,525 4,109 

デリバティブ評価損益（△は益） △2,323 100,799 

為替差損益（△は益） △195 △497 

固定資産除却損 6,315 844 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 37,271 － 

売上債権の増減額（△は増加） 198,410 171,274 

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,017 △136,362 

仕入債務の増減額（△は減少） △75,766 △44,079 

その他 122,098 17,676 

小計 606,549 258,420 

利息及び配当金の受取額 1,192 778 

利息の支払額 △18,397 △10,466 

法人税等の支払額 △198,451 △70,306 

営業活動によるキャッシュ・フロー 390,893 178,427 

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 △1 △0 

定期預金の払戻による収入 － 10,000 

有形固定資産の取得による支出 △72,946 △140,978 

無形固定資産の取得による支出 △380 △1,018 

その他 △939 △643 

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,267 △132,641 

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） 150,000 △295,000 

長期借入れによる収入 － 200,000 

長期借入金の返済による支出 △66,160 △57,416 

社債の発行による収入 148,475 195,890 

社債の償還による支出 △140,000 △40,000 

自己株式の取得による支出 △52 △25 

配当金の支払額 △36,913 △36,621 

その他 △5,232 △7,195 

財務活動によるキャッシュ・フロー 50,116 △40,367 

現金及び現金同等物に係る換算差額 195 497 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 366,938 5,915 

現金及び現金同等物の期首残高 814,984 642,910 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,181,922 648,826 
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該当事項はありません。 

  

  

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）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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