
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日）

（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 ％

25年３月期第３四半期 7,455 1.1 929 △3.5 977 △3.4 654 30.0
24年３月期第３四半期 7,373 △8.3 962 △13.5 1,011 △12.3 503 △26.6

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

25年３月期第３四半期 10,862.82 10,862.68
24年３月期第３四半期 8,206.72 8,205.80

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 7,761 7,084 90.8
24年３月期 7,888 7,027 88.1

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 7,044百万円 24年３月期 6,948百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 4,000.00 ― 4,000.00 8,000.00
25年３月期 ― 4,000.00 ―

25年３月期(予想) 4,000.00 8,000.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 10,100 3.9 1,270 0.8 1,310 0.1 840 20.3 13,950.94

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

日本高純度化学株式会社（4973）平成25年３月期　第３四半期　決算短信（非連結）



  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 63,158株 24年３月期 63,158株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 2,947株 24年３月期 2,947株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 60,211株 24年３月期３Ｑ 61,327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。
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当第3四半期業績の概要は以下の通りであります。 

電子部品業界におきましては、スマートフォンやタブレット型PC向けの半導体や電子部品の需要は引

き続き好調に推移しましたが、新OS搭載のノートPCやウルトラブック向けについては需要が伸び悩み、

液晶テレビなどのデジタル家電向けについても部品発注を抑制する傾向が強く、年末商戦による需要回

復には至りませんでした。 

当社におきましては、スマートフォンやタブレット型PC向けの高精細コネクタ用硬質金めっき薬品や

高性能半導体パッケージ基板用の無電解金めっき薬品については、高い市場競争力と旺盛な需要に支え

られ、これらの販売は順調に推移しました。しかしながら、金地金のさらなる高騰もあって顧客の節約

志向がますます強まり、従来からの半導体パッケージ基板やデジタル家電向け金めっき薬品については

販売が低迷しました。 

その結果、売上高は7,455,239千円 (前年同四半期累計期間比1.1％増)、営業利益は929,407千円 (前

年同四半期累計期間比3.5％減)、経常利益は977,248千円 (前年同四半期累計期間比3.4％減)、四半期

純利益は654,061千円(前年同四半期累計期間比30.0％増) となりました。 

保有有価証券のうち時価が著しく下落したものについて投資有価証券評価損12,335千円を特別損失と

して計上しております。 

売上高の用途品目別内訳は、プリント基板・半導体搭載基板用2,727,526千円、コネクタ・マイクロ

スイッチ用1,960,579千円、リードフレーム用1,802,427千円、その他964,704千円であります。 

  

(資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べて65,369千円減少し、5,790,914千円となりました。これは主

に、現金及び預金が89,659千円減少したことによるものであります。 

 固定資産は前事業年度末に比べて61,997千円減少し、1,970,178千円となりました。これは主に、

投資有価証券が121,349千円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は前事業年度末に比べて127,367千円減少し7,761,093千円となりました。 

(負債) 

流動負債は前事業年度末に比べて166,570千円減少し、423,925千円となりました。これは主に、未

払法人税等が61,803千円減少及び買掛金が89,474千円減少したことによるものであります。 

 固定負債は前事業年度末に比べて17,242千円減少し、253,135千円となりました。これは主に、資

産除去債務が14,030千円増加、役員退職慰労引当金が18,010千円増加したものの、繰延税金負債が

49,282千円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は前事業年度末に比べて183,813千円減少し、677,060千円となりました。 

(純資産) 

純資産合計は前事業年度末に比べて56,445千円増加し、7,084,032千円となりました。これは、主

に利益剰余金が172,373千円増加したものの、その他有価証券評価差額金が76,775千円減少、新株予

約権が38,965千円減少したことによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

 ①資産・負債・純資産の増減
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該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,774,388 3,684,729

受取手形及び売掛金 1,770,829 1,772,630

商品及び製品 63,714 142,381

原材料及び貯蔵品 169,164 131,159

その他 78,186 60,012

流動資産合計 5,856,284 5,790,914

固定資産   

有形固定資産 49,031 92,464

無形固定資産 66,661 65,420

投資その他の資産   

投資有価証券 1,891,641 1,770,292

その他 24,842 42,000

投資その他の資産合計 1,916,483 1,812,293

固定資産合計 2,032,176 1,970,178

資産合計 7,888,460 7,761,093

負債の部   

流動負債   

買掛金 286,801 197,326

未払法人税等 182,917 121,114

賞与引当金 51,450 27,750

その他 69,327 77,735

流動負債合計 590,496 423,925

固定負債   

繰延税金負債 49,282 －

資産除去債務 24,025 38,055

役員退職慰労引当金 197,070 215,080

固定負債合計 270,377 253,135

負債合計 860,874 677,060
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,281,575 1,281,575

資本剰余金 1,025,287 1,025,287

利益剰余金 5,087,726 5,260,099

自己株式 △704,329 △704,329

株主資本合計 6,690,259 6,862,632

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 258,268 181,492

繰延ヘッジ損益 186 －

評価・換算差額等合計 258,454 181,492

新株予約権 78,872 39,907

純資産合計 7,027,586 7,084,032

負債純資産合計 7,888,460 7,761,093
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 7,373,370 7,455,239

売上原価 5,696,882 5,779,464

売上総利益 1,676,487 1,675,774

販売費及び一般管理費 713,573 746,366

営業利益 962,914 929,407

営業外収益   

受取利息 408 398

受取配当金 41,436 37,963

有価証券利息 4,702 －

その他 2,215 9,724

営業外収益合計 48,763 48,087

営業外費用   

自己株式取得費用 556 －

支払手数料 － 245

営業外費用合計 556 245

経常利益 1,011,122 977,248

特別利益   

新株予約権戻入益 － 46,236

特別利益合計 － 46,236

特別損失   

投資有価証券評価損 158,571 12,335

固定資産除却損 165 385

特別損失合計 158,737 12,720

税引前四半期純利益 852,384 1,010,764

法人税、住民税及び事業税 306,908 355,339

法人税等調整額 42,181 1,363

法人税等合計 349,090 356,703

四半期純利益 503,294 654,061
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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

日本高純度化学株式会社（4973）平成25年３月期　第３四半期　決算短信（非連結）

7




