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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 
（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        ％

23年 3月期第1四半期 6,448 55.4 891 358.3 918 311.0 492 635.2
22年 3月期第1四半期 4,148 △49.2 194 △81.2 223 △79.3 67 △89.8

 

 
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

23年 3月期第1四半期 25.01 ―
22年 3月期第1四半期 3.40 ―

 
（２）連結財政状態 

 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

23年 3月期第1四半期 27,541 21,430 77.8 1,087.88
22年 3月期 26,567 21,194 79.8 1,075.87

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期        21,430百万円 22年3月期             21,194百万円 

 
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   
22年 3月期 ― 6.00 ― 10.00 16.00   
23年 3月期 ―    

23年 3月期(予想)  8.00 ― 8.00 16.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期(累計) 11,120 17.6 1,310 62.9 1,360 59.6 810 79.2 41.12
通  期 22,970 9.2 2,940 18.6 3,030 17.6 1,820 15.4 92.39

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3～4「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 (社名)  、除外 －社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原

則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）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) 23年3月期1Ｑ 20,680,000株 22年3月期 20,680,000株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 980,553株 22年3月期 979,873株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 19,699,819株 22年3月期1Ｑ 19,700,900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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
【添付資料】3 ページ「1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等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１四半期連結会計期間（平成 22 年 4 月 1日～平成 22 年 6 月 30 日）におけるわが国経済は、

個人消費が経済対策等の効果もあり持ち直したほか、輸出も堅調に推移しましたが、一方で、引き

続いての雇用環境の厳しさに加えて欧州における金融不安拡大の影響や円高、株安の傾向が強まる

などの下振れ懸念もあり、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは引き続き、新製品や新規用途開発品を中心に販売数量・

生産数量の確保・拡大、低コスト体質の強化に努めた結果、当第１四半期の売上高は、主力の薬品

事業の販売数量増に、主要原料の非鉄金属相場上昇に伴う売価アップが加わるなど、当社グループ

全体では前年同四半期比 2,300 百万円 55.4％増の 6,448 百万円となりました。利益面では、薬品

事業の増収効果、生産数量増に伴う固定費負担の軽減、非鉄金属相場上昇による売価アップが原料

消費価格上昇に先行したメリット等に加え、世界同時不況の影響から徐々に回復しつつはあったも

のの前年同四半期の利益が低水準であったこともあり、営業利益は前年同四半期比 697 百万円 

358.3％増の 891 百万円と大幅に増加しました。経常利益は前年同四半期比 694 百万円 311.0％増

の 918 百万円と営業利益同様、大幅に増加しました。また、四半期純利益は、資産除去債務会計基

準適用に伴う影響額 98 百万円を特別損失として計上する一方、前年同四半期に計上した投資有価証

券評価損が発生しなかったことから、前年同四半期比 425 百万円 635.2％増の 492 百万円となりま

した。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、売上増に伴う売上債権の増加や生産数量増、

非鉄金属相場上昇に伴う、原材料等の棚卸資産の増加等により、前連結会計年度末比 1,192 百万円

増の 17,763 百万円となりました。また、固定資産は、投資その他の資産の投資有価証券が時価の下

落に伴い減少したことから、前連結会計年度末比 218 百万円減の 9,777 百万円となり、この結果、

総資産は前連結会計年度末に比べ、973 百万円増の 27,541 百万円となりました。 

一方、負債は生産数量増に伴う仕入債務の増加等により、流動負債が増加し、負債合計は前連結

会計年度末比 737 百万円増の 6,110 百万円となりました。 

また、純資産は、その他有価証券評価差額金が減少したものの、利益剰余金が増加したことによ

り前連結会計年度末比 235 百万円増の 21,430 百万円となりましたが、総資産が増加したことにより

自己資本比率は前連結会計年度末の 79.8%から 77.8%となりました。 

（キャッシュ・フローについて） 

当第 1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によ

るキャッシュ・フローで 277 百万円減少、投資活動によるキャッシュ・フローで 104 百万円減少、

財務活動によるキャッシュ・フローで 111 百万円増加し、この結果、当第 1四半期連結会計期間末

は、前連結会計年度末に比べ 253 百万円減少し、6,324 百万円となりました。また、前年同四半期

比では 779 百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 1 四半期連結会計期間における営業活動による資金は、277 百万円の減少（前年同四半期は

1,217 百万円の資金の増加）となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益 819 百万

円、仕入債務の増加額 570 百万円、その他の営業活動による収入額 447 百万円、減価償却費 235 百
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万円があったものの、法人税等の支払額 761 百万円、棚卸資産の増加額 729 百万円、売上債権の増

加額 674 百万円等により資金が減少したことであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 1 四半期連結会計期間における投資活動による資金は、104 百万円の減少（前年同四半期は

727 百万円の資金の減少）となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が 103

百万円あったこと等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 1 四半期連結会計期間における財務活動による資金は、111 百万円の増加（前年同四半期は

111 百万円の資金の減少）となりました。この主な要因は、配当金の支払が 200 百万円あったもの

の、短期借入金の純増額が 332 百万円あったこと等であります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

   平成 23 年 3 月期の連結業績予想につきましては、現在までのところ概ね当初予想の範囲内で推移

しているため、第 2四半期連結累計期間・通期ともに平成 22 年 5月 14 日公表の予想から変更いた

しておりません。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

1)一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第 1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化 

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお 

ります。 

  2)棚卸資産の評価方法 

   棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を 

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  3)固定資産の減価償却費の算定方法 

   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算 

定する方法によっております。 

 

  ②特有の会計処理 

1)税金費用の計算 

   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。 

 

(3) 会計処理の原則・手続・表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成
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20 年 3 月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21

号 平成 20 年 3 月 31 日）を適用しております。これにより、営業利益及び経常利益は 627 千円、

税金等調整前四半期純利益は 99,093 千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は 103,219 千円であります。 

 

追加情報 

退職給付引当金 

  当社は、税制適格退職年金制度および退職一時金制度を採用しておりましたが、平成 22年 6 月 1

日付けで税制適格退職年金制度を確定給付企業年金制度に移行し、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業会計基準適用指針第 1号）を適用しております。なお、本移行による過去勤務

債務は軽微であります。 
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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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,624,044 6,877,412

受取手形及び売掛金 7,760,673 7,068,477

商品及び製品 883,653 761,521

仕掛品 926,543 832,955

原材料及び貯蔵品 1,278,816 756,278

繰延税金資産 237,465 237,432

その他 59,440 43,148

貸倒引当金 △6,890 △5,880

流動資産合計 17,763,747 16,571,347

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,430,354 2,530,537

その他（純額） 3,547,390 3,494,018

有形固定資産合計 5,977,745 6,024,555

無形固定資産 11,150 11,318

投資その他の資産   

投資有価証券 1,581,712 1,758,501

その他 2,225,294 2,220,339

貸倒引当金 △18,608 △18,608

投資その他の資産合計 3,788,398 3,960,233

固定資産合計 9,777,293 9,996,106

資産合計 27,541,041 26,567,453

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,869,889 2,292,244

短期借入金 692,800 360,000

未払法人税等 336,627 800,496

賞与引当金 287,000 385,000

役員賞与引当金 7,500 30,000

その他 1,082,060 646,889

流動負債合計 5,275,877 4,514,630

固定負債   

繰延税金負債 174,710 226,611

退職給付引当金 350,444 351,182

環境対策引当金 9,532 9,532

資産除去債務 103,802 －

その他 196,013 270,660

固定負債合計 834,502 857,985

負債合計 6,110,380 5,372,616
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,034,000 1,034,000

資本剰余金 545,602 545,602

利益剰余金 20,335,099 20,039,403

自己株式 △390,513 △390,045

株主資本合計 21,524,188 21,228,959

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23,680 129,235

為替換算調整勘定 △117,208 △163,358

評価・換算差額等合計 △93,528 △34,122

純資産合計 21,430,660 21,194,837

負債純資産合計 27,541,041 26,567,453
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(2)四半期連結損益計算書 
 （第１四半期連結累計期間） 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,148,739 6,448,851

売上原価 3,477,749 4,978,431

売上総利益 670,990 1,470,419

販売費及び一般管理費 476,448 578,792

営業利益 194,542 891,626

営業外収益   

受取利息 211 793

受取配当金 19,087 19,974

不動産賃貸料 9,270 8,430

その他 8,231 6,871

営業外収益合計 36,801 36,070

営業外費用   

支払利息 3,005 3,423

売上割引 1,838 3,276

賃貸収入原価 3,048 2,817

その他 67 81

営業外費用合計 7,960 9,598

経常利益 223,383 918,098

特別損失   

固定資産除却損 6,394 518

固定資産売却損 691 －

投資有価証券評価損 99,999 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 98,466

特別損失合計 107,086 98,984

税金等調整前四半期純利益 116,297 819,114

法人税等 49,281 326,416

少数株主損益調整前四半期純利益 － 492,697

四半期純利益 67,015 492,697
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 116,297 819,114

減価償却費 284,158 235,053

貸倒引当金の増減額（△は減少） 340 1,010

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,000 △98,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △22,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,570 △738

長期未払金の増減額（△は減少） △30,668 △59,916

環境対策引当金の増減額（△は減少） △1,193 －

固定資産除却損 6,394 518

固定資産売却損益（△は益） 691 －

投資有価証券評価損益（△は益） 99,999 －

保険配当金 △245 －

受取利息及び受取配当金 △19,299 △20,768

支払利息 3,005 3,423

為替差損益（△は益） △5,090 △5,055

売上債権の増減額（△は増加） △9,948 △674,839

たな卸資産の増減額（△は増加） 421,257 △729,987

仕入債務の増減額（△は減少） 228,868 570,499

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,745 △96,090

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 98,466

その他 243,513 447,684

小計 1,228,256 467,874

利息及び配当金の受取額 19,301 20,129

利息の支払額 △3,005 △3,423

法人税等の支払額 △27,264 △761,913

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,217,288 △277,333

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △726,351 △103,308

有形固定資産の売却による収入 1,366 －

投資有価証券の取得による支出 △12,632 △315

生命保険積立金の解約による収入 15,000 －

生命保険積立金の積立による支出 △3,991 △2,179

その他 △915 1,289

投資活動によるキャッシュ・フロー △727,523 △104,513
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 235,000 516,000

短期借入金の返済による支出 △177,000 △183,200

ファイナンスリース債務の返済による支出 △8,288 △20,223

自己株式の取得による支出 △543 △467

配当金の支払額 △160,448 △200,643

財務活動によるキャッシュ・フロー △111,279 111,464

現金及び現金同等物に係る換算差額 25,065 17,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 403,550 △253,368

現金及び現金同等物の期首残高 5,141,383 6,577,412

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,544,934 6,324,044
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（4）継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第 1四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4月 1日 至 平成 21 年 6月 30 日）  （単位千円：千円未満切り捨て) 

 薬  品 

事  業 

建  材 

事  業 
計 

消 去 又 

は 全 社 
連  結 

 
売上高 

 (1) 外部顧客に対する売上高             
 (2) セグメント間の内部売上高 
     又は振替高 

3,749,641

－

399,098

－

4,148,739

－

 

－ 

－ 

4,148,739

－

計 3,749,641 399,098 4,148,739 － 4,148,739

 営業利益 243,470 43,568 287,038 (92,496) 194,542

（注）1.事業区分の方法 

     事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

   2.事業区分の主要製品 

      薬品事業    銅・錫・ニッケル・コバルト等の金属化合物、ナフテン酸・オクチル酸等の金属石鹸、電 

池用薬品、表面処理用光沢剤・添加剤、無電解ニッケルめっき液、めっき加工 

      建材事業    アルミ製よろい戸・観音開きよろい戸、鋼製雨戸、防火通気見切り縁、手摺・笠木等の住 

宅用建材製品、外装用パネル、制御盤用熱交換器「クールフィン」ほかその他建材製品 

 

【所在地別セグメント情報】 
 前第 1四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 21 年 6月 30 日） 

  全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。 
 

【海外売上高】 
前第 1四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4月 1日 至 平成 21 年 6月 30 日）   （単位千円：千円未満切り捨て) 

  アジア・オセアニア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 636,149 512 636,661

Ⅱ 連結売上高 － － 4,148,739

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 15.3 0.0 15.3

（注）1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   2.各区分に属する主な国又は地域 

    アジア・オセアニア：東アジア及び東南アジア諸国、オーストラリア、ニュージーランド 

    その他      ：米国、ヨーロッパ諸国他 
   3.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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セグメント情報 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配 
分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

  当社グループは、本社において「薬品事業」「建材事業」に関する国内及び海外の包括的な戦略を立案し、これを基 
に、「薬品事業」については、薬品営業本部、薬品生産本部、海外子会社等で、「建材事業」については建材本部で、具 
体的な事業活動を展開しております。 

   従って、銅･錫･ニッケル･コバルト等の金属化合物、金属石鹸、電池用薬品、表面処理用薬品、めっき加工等の 
「薬品事業」、防火通気見切り縁、鋼製雨戸等の住宅関連製品および制御盤用熱交換器等の「建材事業」の２つを報告セ 
グメントとしております。 
 

 ２．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 

当第 1四半期連結累計期間（自 平成 22 年 4月 1日 至 平成 22 年 6月 30 日）  （単位千円：千円未満切り捨て) 

 薬  品 

事  業 

建  材 

事  業 
調 整 額 

四半期連結損益

計算書計上額 

 
売上高 

 (1) 外部顧客に対する売上高             
 (2) セグメント間の内部売上高 
     又は振替高 

5,810,438

－

638,413

－

 

－ 

－ 

6,448,851

－

計 5,810,438 638,413 － 6,448,851

 セグメント利益 837,205 164,174 △109,753 891,626

（注）1.セグメント利益の調整額△109,753 千円は各セグメントに配分していない全社費用であります。 

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。 

 

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。 

 

  （追加情報） 

   当第 1 四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成 21 年 3 

月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 20 号 平成 20 年 3月

21 日）を適用しております。 

 

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

     該当事項はありません。 
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