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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 12,740 34.7 1,718 113.7 1,776 108.2 1,014 124.2
22年3月期第2四半期 9,455 △39.3 804 △52.4 852 △51.1 452 △55.4

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2四半期 51.49 ―
22年3月期第2四半期 22.96 ―

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2四半期 27,294 21,826 80.0 1,108.00
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2四半期  21,826百万円 22年3月期  21,194百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 6.00 ― 10.00 16.00
23年3月期 ― 8.00
23年3月期 

（予想）
― 8.00 16.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 24,920 18.5 3,270 32.0 3,380 31.2 1,990 26.2 101.02



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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） 

※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】P.3「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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  980,985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2Q 19,699,479株 22年3月期2Q 19,700,521株
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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 2四半期連結累計期間(平成 22 年 4月 1日～平成 22 年 9 月 30 日）におけるわが国経済は、

個人消費が経済対策効果による駆け込み需要も含め持ち直し、設備投資、輸出も堅調に推移しまし

たが、雇用環境は依然として厳しい状況が続いており、加えて欧州における金融不安拡大の影響が

米国にも及び、結果的に円高傾向を招く等、先行き不透明な状況が続いております。 

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 2四半期連結累計期間の売上高は、

主力の薬品部門の販売数量増、主要原料の非鉄金属相場上昇に伴う売価アップに加え、建材部門も

新規取引先向けの増加や新製品の拡販もあり、当社グループ全体では前年同期比 3,285 百万円 

34.7％増の 12,740 百万円となりました。利益面では、薬品部門の増収効果、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、前年同期の利益が低水準であったこともあり、営業利益は前年同期比 914 百万円 113.7％増の

1,718 百万円と大幅に増加しました。経常利益は前年同期比 923 百万円 108.2％増の 1,776 百万円

と営業利益に連動して、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し、さらに法人税等が前年同期比 361 百万円増加しま

したが、営業利益が大幅に増加したこと及び前年同期に計上した投資有価証券評価損が発生せず、

前年同期比 561 百万円 124.2%増の 1,014 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 2四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により、前連結会計年度末比 1,063 百万円増

の 17,634 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低下

に伴い減少し、前連結会計年度末比 336 百万円減の 9,659 百万円となりました。この結果、総資産

は前連結会計年度末に比べ、726 百万円増の 27,294 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 95 百万円増の 5,467 百万円となりました。 

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 632 百万円増の 21,826 百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の 79.8%か

ら 80.0%となりました。 

 

（キャッシュ・フローについて） 

当第２四半期連結累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 231 百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで 399 百万円減

少、財務活動によるキャッシュ・フローで 124 百万円減少し、この結果、当第２四半期連結累計

期間末は、前連結会計年度末に比べ 299 百万円減少し、6,277 百万円となりました。また、前年

同期比では 1,017 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２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、231 百万円の増加(前年同期は

1,585 百万円の資金の増加)となりました。この主な要因は、法人税等の支払額 811 百万円、棚卸
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資産の増加額 669 百万円、売上債権の増加額 611 百万円があったものの、税金等調整前四半期純

利益が 1,669 百万円、減価償却費 475 百万円、仕入債務の増加額 195 百万円等により資金が増加

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２四半期連結累計期間における投資活動による資金は、399 百万円の減少(前年同期は

1,293 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 231

百万円、定期預金の預入れによる支出が 100 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２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、124 百万円の減少(前年同期は 198

百万円の資金の減少)となりました。この主な要因は、配当金の支払額が 195 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、第 3、第 4四半期の事業環境が不透明でありま

すが、当第 2四半期連結累計期間の業績過達分を踏まえ、平成 22年 10 月 28 日に公表した「業績予

想の修正に関するお知らせ」の通り、上方修正いたしております。 

 

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 2四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 

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 

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 1,254 千円、

税金等調整前四半期純利益は 99,720 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、本移行による損益に与

える影響は軽微であります。 



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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 6,677,741 6,877,412

受取手形及び売掛金 7,672,518 7,068,477

商品及び製品 768,717 761,521

仕掛品 950,697 832,955

原材料及び貯蔵品 1,299,306 756,278

繰延税金資産 236,798 237,432

その他 35,824 43,148

貸倒引当金 △6,710 △5,880

流動資産合計 17,634,895 16,571,347

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,370,129 2,530,537

その他（純額） 3,529,424 3,494,018

有形固定資産合計 5,899,554 6,024,555

無形固定資産 10,983 11,318

投資その他の資産   

投資有価証券 1,484,204 1,758,501

その他 2,283,169 2,220,339

貸倒引当金 △18,608 △18,608

投資その他の資産合計 3,748,765 3,960,233

固定資産合計 9,659,302 9,996,106

資産合計 27,294,198 26,567,453

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,484,367 2,292,244

短期借入金 456,800 360,000

未払法人税等 617,332 800,496

賞与引当金 395,000 385,000

役員賞与引当金 15,000 30,000

その他 729,888 646,889

流動負債合計 4,698,387 4,514,630

固定負債   

繰延税金負債 150,548 226,611

退職給付引当金 329,789 351,182

環境対策引当金 9,532 9,532

資産除去債務 104,384 －

その他 175,036 270,660

固定負債合計 769,290 857,985

負債合計 5,467,678 5,372,616
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 545,674 545,602

利益剰余金 20,856,733 20,039,403

自己株式 △390,858 △390,045

株主資本合計 22,045,549 21,228,959

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34,694 129,235

為替換算調整勘定 △184,335 △163,358

評価・換算差額等合計 △219,029 △34,122

純資産合計 21,826,519 21,194,837

負債純資産合計 27,294,198 26,567,453
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(2)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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 9,455,592 12,740,675

売上原価 7,610,779 9,908,101

売上総利益 1,844,812 2,832,574

販売費及び一般管理費 1,040,645 1,113,868

営業利益 804,166 1,718,706

営業外収益   

受取利息 3,373 10,642

受取配当金 19,230 20,135

不動産賃貸料 18,555 16,486

還付加算金 12,020 －

その他 12,993 29,646

営業外収益合計 66,173 76,911

営業外費用   

支払利息 6,199 6,685

売上割引 4,517 6,664

賃貸収入原価 6,140 5,953

その他 512 81

営業外費用合計 17,370 19,384

経常利益 852,970 1,776,233

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,581 －

特別利益合計 1,581 －

特別損失   

固定資産売却損 706 203

固定資産除却損 8,588 8,472

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 109,295 107,142

税金等調整前四半期純利益 745,256 1,669,091

法人税等 292,852 654,759

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,014,331

四半期純利益 452,404 1,014,331
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

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 745,256 1,669,091

減価償却費 576,794 475,343

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,581 830

賞与引当金の増減額（△は減少） 80,000 10,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,809 △21,393

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） △1,410 －

固定資産除却損 8,588 8,472

固定資産売却損益（△は益） 706 203

投資有価証券評価損益（△は益） 99,999 －

保険配当金 △481 －

受取利息及び受取配当金 △22,604 △30,777

支払利息 6,199 6,685

為替差損益（△は益） 2,554 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,230,674 △611,930

たな卸資産の増減額（△は増加） 274,025 △669,426

仕入債務の増減額（△は減少） 658,456 195,371

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,505 △81,832

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 98,466

その他 65,505 46,065

小計 1,205,363 1,020,253

利息及び配当金の受取額 22,606 29,473

利息の支払額 △6,199 △6,685

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 363,236 △811,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,585,006 231,829

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 300,000

定期預金の預入による支出 △200,000 △400,000

有形固定資産の取得による支出 △1,106,747 △231,591

有形固定資産の売却による収入 1,396 18

投資有価証券の取得による支出 △13,045 △753

関係会社株式の売却による収入 36,991 －

生命保険積立金の解約による収入 62,203 －

生命保険積立金の積立による支出 △68,706 △16,641

保険積立金の積立による支出 － △49,139

その他 △5,222 △1,033

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,293,130 △399,140
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

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 355,000 700,000

短期借入金の返済による支出 △390,000 △603,200

差入保証金の回収による収入 14,050 13,600

ファイナンスリース債務の返済による支出 △18,707 △38,397

自己株式の取得による支出 △543 △935

自己株式の売却による収入 － 194

配当金の支払額 △157,892 △195,888

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,093 △124,627

現金及び現金同等物に係る換算差額 25,023 △7,733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 118,806 △299,671

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 5,260,190 6,277,741
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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 2四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4月 1日 至 平成 21 年 9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 

8,504,735

－

950,856

－

9,455,592

－

 

－ 

－ 

9,455,592

－

計 8,504,735 950,856 9,455,592 － 9,455,592

 営業利益 861,386 146,381 1,007,767 (203,600) 804,166

（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 2四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 21 年 9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 2四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4月 1日 至 平成 21 年 9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 1,459,175 512 1,459,687

Ⅱ 連結売上高 － － 9,455,592

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 15.4 0.0 15.4

（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。 
また、「薬品事業」は、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の製造販売及びめっき加工をしております。「建材事業」は 

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の製造販売を行っております。 

  従って当社グループは、製品・サービス別セグメントから構成されている「薬品事業」及び「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 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）  （単位千円：千円未満切り捨て) 

 
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 薬品事業 建材事業 計 

 
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 

11,355,246

－

1,385,429

－

12,740,675

－

 

－ 

－ 

12,740,675

－

計 11,355,246 1,385,429 12,740,675 － 12,740,675

 セグメント利益 1,530,507 382,443 1,912,951 △194,244 1,718,706

（注）1.セグメント利益の調整額△194,244 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） 

   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。 


