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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 2,965 △26.1 △169 ― △184 ― △189 ―

21年3月期第1四半期 4,010 ― 326 ― 337 ― 258 ―

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

22年3月期第1四半期 △17.25 ―

21年3月期第1四半期 23.59 ―

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

22年3月期第1四半期 19,307 11,425 59.2 1,042.53
21年3月期 18,297 11,527 63.0 1,051.80

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,425百万円 21年3月期  11,527百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

4,600 △40.9 △700 ― △700 ― △700 ― △63.87

通期 10,200 △18.5 △1,200 ― △1,100 ― △1,100 ― △100.36
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4.  その他 

(1) 期中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) 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  有  
（注）詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、現時点では、平成21 年５月12 日に発表いたしました連結業績予想と変更はございませ  
ん。 
２．上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況や不確定要因によ  
り実際の業績が記載の予想数値と大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 11,900,000株 21年3月期  11,900,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  940,181株 21年3月期  939,981株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 10,959,885株 21年3月期第1四半期 10,965,963株
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 当第１四半期における我が国経済は、景気悪化にようやく底打ちの兆しが見えてきたものの、依然として企業業績

の悪化、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷などが続いており、厳しい状況で推移いたしました。  

 このような状況の中で当社グループは、営業活動、新製品開発の促進に全力をあげて取り組みましたが、化成品事

業、環境関連事業の売上高が大幅に減少したことにより、前年同四半期比減収となりました。また、利益面につきま

しては、低コスト構造の構築、経費の削減をはじめ売上原価低減に鋭意努力いたしましたが、経常損失となりまし

た。  

 以上により、当第１四半期の連結売上高は前年同四半期比26.1％減の29億65百万円、経常損失は1億84百万円、四

半期純損失は1億89百万円となりました。 

  

  

 当第１四半期末の総資産は前期末比10億9百万円増の193億7百万円となりました。流動資産は前期末比9億14百万円

増の95億25百万円となりました。主な要因は、福井工場の設備のリースバックによる現金及び預金の増加、ならびに

売上債権の増加であります。固定資産は前期末比95百万円増の97億82百万円となりました。主な要因は、株式市況の

回復に伴う投資有価証券の時価評価額の増加であります。負債合計は前期末比11億11百万円増の78億81百万円となり

ました。主な要因は、福井工場の設備のリースバックに伴うリース債務の発生および仕入債務の増加であります。純

資産は前期末比1億1百万円減の114億25百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の減少であります。これによ

り自己資本比率は59.2％となりました。 

  

  

 当第１四半期における世界経済は、各国の経済対策により一部に消費回復の兆しを見せ始めており、我が国におい

ても、エコカー・省エネ家電に対する買い替え優遇対策、企業の在庫調整の進展などにより、最悪期を脱しつつあり

ます。しかし、依然として先行き不透明感を払拭するにはいたらず予断を許さない状況は続くものと予想されます。

当社グループについては、営業活動に全力をあげるとともにさらなる経営の合理化を図ってまいります。このような

状況を踏まえ、平成22年３月期第２四半期業績、通期業績の予想数値に変更はございません。   

  

 該当事項はありません。 

  

  

①簡便な会計処理 

 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 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。 

 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。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態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

４．その他

（１）期中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）

（２）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

（３）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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,230 1,865

受取手形及び売掛金 2,772 1,975

有価証券 1,200 900

商品及び製品 1,292 1,688

仕掛品 1,046 1,081

原材料及び貯蔵品 752 869

その他 230 231

流動資産合計 9,525 8,610

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,303 3,303

その他（純額） 4,456 4,508

有形固定資産合計 7,760 7,811

無形固定資産 6 6

投資その他の資産 2,015 1,868

固定資産合計 9,782 9,687

資産合計 19,307 18,297

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 698 387

短期借入金 763 615

1年内償還予定の社債 116 116

未払法人税等 8 19

賞与引当金 327 241

その他 1,246 1,024

流動負債合計 3,160 2,403

固定負債   

社債 2,222 2,222

長期借入金 1,736 1,844

引当金 108 202

その他 653 98

固定負債合計 4,720 4,367

負債合計 7,881 6,770
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,901 2,901

資本剰余金 4,421 4,421

利益剰余金 4,749 4,971

自己株式 △667 △667

株主資本合計 11,404 11,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 73 △32

繰延ヘッジ損益 △75 △72

為替換算調整勘定 23 6

評価・換算差額等合計 21 △98

純資産合計 11,425 11,527

負債純資産合計 19,307 18,297
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 4,010 2,965

売上原価 3,279 2,786

売上総利益又は売上総損失（△） 730 178

販売費及び一般管理費 403 348

営業利益又は営業損失（△） 326 △169

営業外収益   

受取利息 3 10

受取配当金 11 8

為替差益 21 －

雑収入 11 15

営業外収益合計 48 33

営業外費用   

支払利息 18 22

為替差損 － 11

持分法による投資損失 6 1

雑損失 12 13

営業外費用合計 37 48

経常利益又は経常損失（△） 337 △184

特別損失   

固定資産除却損 0 －

投資有価証券評価損 15 －

特別損失合計 16 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

321 △184

法人税等 64 4

少数株主利益 △1 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 258 △189
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  
当第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） 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20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。 

  

当第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。 

  

   

前第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年6月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第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） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

   

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
化成品事業 
（百万円） 

環境関連事業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高 3,488 537 103 4,128 (118) 4,010 

営業利益 218 98 1 318 8 326 

  
化成品事業 
（百万円） 

環境関連事業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高 2,652 325 112 3,089 (124) 2,965 

営業利益又は営

業損失（△） 
△201 17 4 △179 9 △169 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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