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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12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 ％

25年3月期第3四半期 4,928 1.9 752 5.6 767 △1.0 566 114.6
24年3月期第3四半期 4,837 △9.6 712 △10.7 775 △0.4 263 △52.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 596百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △106百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 28.21 ―

24年3月期第3四半期 13.15 ―

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

25年3月期第3四半期 10,100 8,161 80.8 406.65
24年3月期 10,052 7,726 76.9 384.95

（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  8,161百万円 24年3月期  7,726百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ― 4.00 ―

25年3月期（予想） 6.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  
 

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 6,800 8.2 950 29.6 950 38.4 700 1,086.9 34.88



(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3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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料3ページ「会計方針の変更・
   会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。なお、上記業績予想に関する事
項は、添付書類2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

※  注記事項

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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 20,071,093 株 24年3月期 20,071,093 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 34 株 24年3月期 34 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 20,071,059 株 24年3月期3Q 20,071,069 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、ユーロ圏の金融・財政問題の長期化や新興国経済の成長鈍化に

より依然として先行きの不透明な状況が続きました。

国内におきましては、円高修正の動きなど若干の明るい兆しは見えつつあるものの、世界景気の減速等の影響に

より景気の先行きが不透明な状況のまま推移いたしました。

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の販売が引き続き厳しい状況となり、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低調な状況が続き、エレクトロニクス業界と同様に鮮明な回

復傾向には至りませんでした。

このような状況のもと、当社グループのMPUパッケージ向け薬品売上高は、PC販売の不振により想定以下となり

ましたが、フラットパネルディスプレイ向け新製品売上が伸長し、それ以外の分野においても薬品売上が拡大いた

しました。また、コスト抑制や業務効率化など経営体質の改善についても継続的に推進いたしました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は49億28百万円（前年同期比1.9％増）となりました。営業利益

は７億52百万円（前年同期比5.6％増）、経常利益は７億67百万円（前年同期比1.0％減）、四半期純利益は５億66

百万円（前年同期比114.6％増）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

資産は、銀行借入金の返済、配当金および税金の支払いによる現金及び預金の減少、売上の増加による受取手形

及び売掛金の増加の結果、前連結会計年度に比べて48百万円増加し101億00百万円となりました。

負債は、銀行借入金の返済による短期借入金の減少および子会社の配当に伴う留保金の減少による繰延税金負債

の減少の結果、前連結会計年度に比べて３億87百万円減少し19億38百万円となりました。

純資産は、当期純利益の増加による利益剰余金の増加および海外子会社の為替換算レート差による為替換算調整

勘定の増加の結果、前連結会計年度に比べて４億35百万円増加し81億61百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は80.8％となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

世界的なPC販売の不振により当社のMPUパッケージ向けの薬品売上高が想定以下となりましたが、それ以外の分

野における薬品売上が伸長した結果、粗利益率の改善となったことと、グループにおけるコスト抑制や業務効率化

などの経営体質の改善により、営業利益、経常利益および当期純利益が前回発表予想をそれぞれ上回る見込みとな

りましたので、平成25年３月期連結会計年度（平成24年４月１日～平成25年３月31日）の業績予想を以下のとおり

修正いたします。

１．当四半期決算に関する定性的情報

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

前回発表予想(Ａ) 6,800 850 800 470 23.42

今回修正予想(Ｂ) 6,800 950 950 700 34.88

増減額(Ｂ－Ａ) ― 100 150 230 ―

増減率（％） ― 11.8 18.8 48.9 ―

(ご参考)前期実績

(平成24年３月期)
6,286 733 686 58 2.94



（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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

見通しに関するリスク情報

業績見通しは、現在入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、

実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。

その要因のうち、主なものは以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。リスク、不確実性

およびその他の要因は、当社の有価証券報告書にも記載されておりますので、ご参照ください。

・ 日本市場・世界市場の経済状況および製品・サービスに対する需要の急激な変動

・ 産業界の需要動向

・ 原材料等の供給不足・供給価格の高騰

・ 急激な技術変化等による社会インフラの変動

・ 為替の急激な変動

・ 当社グループが他企業と提携・協調する事業の動向

・ 製品やサービスに関する何らかの欠陥・瑕疵等により費用負担が生じる可能性

・ 保有する土地、投資有価証券等の資産の時価や繰延税金資産等の資産の評価、その他会計上の方針の変更

・ 地震・洪水等自然災害の発生、その他の事業活動に混乱を与えうる可能性のある要素

・ 移転価格税制の問題や法人税率の上昇など潜在的に不利な結果をもたらす税制の発効

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,827,517 2,270,788

受取手形及び売掛金 1,681,216 2,183,021

商品及び製品 204,056 247,694

仕掛品 28,286 14,371

原材料及び貯蔵品 201,777 234,419

繰延税金資産 97,346 119,589

その他 59,848 72,476

貸倒引当金 △9,272 △7,732

流動資産合計 5,090,776 5,134,628

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,791,339 2,927,219

減価償却累計額 △1,553,250 △1,620,280

建物及び構築物（純額） 1,238,089 1,306,939

機械装置及び運搬具 1,510,954 1,522,330

減価償却累計額 △1,152,471 △1,170,094

機械装置及び運搬具（純額） 358,482 352,236

工具、器具及び備品 558,054 559,993

減価償却累計額 △443,902 △445,247

工具、器具及び備品（純額） 114,152 114,745

土地 2,723,504 2,735,658

建設仮勘定 30,289 21,884

有形固定資産合計 4,464,518 4,531,464

無形固定資産 47,167 43,437

投資その他の資産

投資有価証券 352,697 300,207

繰延税金資産 1,193 420

その他 116,778 108,239

貸倒引当金 △20,444 △17,699

投資その他の資産合計 450,224 391,168

固定資産合計 4,961,910 4,966,070

資産合計 10,052,686 10,100,698



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 543,005 642,358

短期借入金 480,000 240,000

未払金 302,762 202,069

未払費用 44,743 67,979

未払法人税等 105,186 86,313

繰延税金負債 1,354 1,551

賞与引当金 131,525 88,146

役員賞与引当金 7,200 6,637

その他 142,296 239,067

流動負債合計 1,758,074 1,574,123

固定負債

繰延税金負債 363,566 202,800

退職給付引当金 108,800 93,438

その他 95,971 68,358

固定負債合計 568,337 364,597

負債合計 2,326,412 1,938,720

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 7,478,645 7,884,224

自己株式 △12 △12

株主資本合計 8,519,134 8,924,713

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 51,574 12,949

為替換算調整勘定 △844,434 △775,685

その他の包括利益累計額合計 △792,859 △762,735

純資産合計 7,726,274 8,161,977

負債純資産合計 10,052,686 10,100,698



（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３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

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

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

売上高 4,837,839 4,928,233

売上原価 1,871,526 1,762,532

売上総利益 2,966,312 3,165,701

販売費及び一般管理費 2,253,615 2,413,176

営業利益 712,696 752,524

営業外収益

受取利息 13,204 21,042

受取配当金 8,838 7,833

為替差益 77,137 －

その他 10,162 15,730

営業外収益合計 109,342 44,606

営業外費用

支払利息 3,122 3,686

投資有価証券評価損 38,808 －

為替差損 － 24,107

その他 5,006 1,801

営業外費用合計 46,937 29,594

経常利益 775,102 767,536

特別利益

固定資産売却益 1,483 2,358

保険解約返戻金 2,744 1,571

特別利益合計 4,228 3,930

特別損失

固定資産売却損 269 1,888

固定資産除却損 4,107 10,086

特別損失合計 4,377 11,975

税金等調整前四半期純利益 774,953 759,490

法人税等 266,686 193,343

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 263,853 566,147

四半期純利益 263,853 566,147



（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 263,853 566,147

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △68,492 △38,624

為替換算調整勘定 △301,429 68,748

その他の包括利益合計 △369,922 30,124

四半期包括利益 △106,068 596,271

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △106,068 596,271

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。

（１）品目別売上高

（２）地域別売上高

（単位：百万円）

（単位：％）

（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

４．補足情報

区 分

前期（平成24年３月期第３四半期） 当期（平成25年３月期第３四半期）

売 上 高
（百万円）

構 成 比
(%)

売 上 高
（百万円）

構 成 比
(%)

前年同期比
(%)

電 子 基 板 用 薬 品 4,281 88.5 4,484 91.0 104.7

電 子 基 板 用 機 械 104 2.2 134 2.7 128.4

電 子 基 板 用 資 材 436 9.0 267 5.4 61.4

そ の 他 14 0.3 41 0.9 283.8

合 計 4,837 100.0 4,928 100.0 101.9

日本 台湾
香港

（香港、珠海）
中国（蘇州） 欧州 合計

前期

24.3

当期

25.3

前期

24.3

当期

25.3

前期

24.3

当期

25.3

前期

24.3

当期

25.3

前期

24.3

当期

25.3

前期

24.3

当期

25.3

第1Ｑ 1,015 939 237 231 150 120 134 143 202 130 1,741 1,564

第2Ｑ 840 939 265 263 141 145 141 154 165 122 1,554 1,626

第3Ｑ 856 1,076 251 263 158 143 162 173 113 78 1,541 1,736

合計 2,712 2,955 754 759 450 409 438 471 481 332 4,837 4,928

前 年

同期比
108.9 100.6 90.8 107.5 69.1 101.9
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