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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 24,352 ― 2,644 ― 2,689 ― 1,692 ―
20年3月期第1四半期 22,190 5.3 2,484 △12.3 2,560 △12.2 1,564 △13.2

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

21年3月期第1四半期 58.41 ―
20年3月期第1四半期 53.99 ―

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

21年3月期第1四半期 66,895 43,477 65.0 1,500.62
20年3月期 65,010 43,348 66.7 1,496.16

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  43,477百万円 20年3月期  43,348百万円

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

20年3月期 ― 44.00 ― 47.00 91.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 43.00 ― 43.00 86.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 46,700 ― 4,000 ― 4,200 ― 2,500 ― 86.29
通期 94,900 3.3 8,700 △10.2 9,200 △6.2 5,700 △4.6 196.73

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） 

（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。  

(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 
 ・上記に記載した予想数値は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成しております。 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  28,985,000株 20年3月期  28,985,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  12,279株 20年3月期  12,279株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  28,972,721株 20年3月期第1四半期  28,973,926株
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【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

当第１四半期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰、サブプライムローン問題を背景とする米国経済

の減速懸念等の影響を受け、景気の下振れリスクが高まる展開となりました。 

　このような状況の下、当第１四半期の連結売上高は、貴金属の価格高騰の影響もあり、前年同期比9.7％増

の24,352百万円となりました。 

　営業利益、経常利益及び四半期純利益につきましては、前年同期に比べそれぞれ6.4％増加、5.1％増加、

8.2％増加となりました。主な増加要因は、当第１四半期において貴金属価格高騰に伴い総平均法適用による

原価押し下げ効果で増加した利益が、前年同期に比べ大きかったことによるものであります。 

部門別の概況 

① 化学触媒部門 

当第１四半期の石油化学工業向け触媒の売上は、予定を上回る状況でした。主たる要因は、顧客の機能

性品の製造に使用されるカスタム触媒及び機能性ポリマーの水素化触媒などが販売増となったことであり

ます。また、医農薬向け触媒では、中間体製品向けの錯体触媒が販売増となりました。しかしながら前年

同期比では、前年同期にあったカスタム触媒の大型案件が当第１四半期になかったため、当部門の売上高

は、15.9％減少の2,222百万円となりました。 

② 自動車触媒部門 

当第１四半期の自動車触媒の需要につきましては、乗用車向けについて見ると、国内販売車用の需要は

減少したものの、輸出車用およびノックダウン部品用の需要が増加したため、総需要は増加となりました。

トラック・バス向け触媒につきましては、新長期規制対応車用の需要が一段落し、横ばいとなりました。 

　このような状況の下、当社は、市場において高いシェアを維持いたしました。また、貴金属の価格高騰

により製品に含まれる貴金属の売上高が増加したこともあり、当部門の売上高は、前年同期比12.3％増加

の10,088百万円となりました。 

③ 表面処理薬品部門

当第１四半期の電子部品業界は、携帯電話、パソコン、デジタル家電向け等電子部品が市場低迷の影響

を受け不調に終わりました。 

　このような状況の下、基板、コネクター向け製品等が低調で全体としては厳しい状況でした。しかしな

がら当部門の売上高は、貴金属の販売形態の一部変更等により当部門に計上される貴金属販売量が増加し

たこと及び貴金属の価格高騰により、前年同期比40.1％増加の9,492百万円となりました。 

④ 貴金属 

貴金属の売上高につきましては、価格高騰の一方で、貴金属の販売形態の一部変更等により当部門に計

上される貴金属販売量が減少したため、前年同期比32.8％減少の2,550百万円となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,292百万円増加し48,377百万円となりました。これは、受取手

形及び売掛金が609百万円減少したものの、主として有償受給材が2,089百万円、未収入金が678百万円それ

ぞれ増加したことによります。有償受給材は受給量が増加し、受給価格も上昇したことにより増加となりま

した。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて408百万円減少し、18,517百万円となりました。これは、主として
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有形固定資産が213百万円減少したことによります。 

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,739百万円増加し23,034百万円となりました。これは、主として

未払金が、主に有償受給材の増加に伴い2,257百万円増加となったことによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて16百万円増加し383百万円となりました。これは、主として退職給

付引当金が60百万円増加したことによります。 

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて129百万円増加し43,477百万円となりました。これは、主として

利益剰余金が317百万円増加したことによるものであります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の予想につきましては事業環境、貴金属の価格動向が不透明であることを鑑み慎重な判断が必要とな

ることから、現時点での平成21年３月期の連結業績予想の修正は行っておりません。

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)

該当事項はありません。

(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

① 簡便な会計処理

1) たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。

2) 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 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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。 

　なお、法人税等調整額については、法人税等に含めて表示しております。

(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

① 会計処理の原則及び手続の変更

1) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半 

  期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。

  また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

2) 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計

  基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法

  （収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これに伴う、損益に与える影響

　は軽微であります。
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3) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準

  委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連

  結決算上必要な修正を行っております。これに伴う、損益に与える影響は軽微であります。

② 表示方法の変更

　該当事項はありません。

(4) 追加情報

平成20年度の法人税法改正に伴い、当社及び国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より機械装

置のうち生産設備の耐用年数を変更しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が88,261千円それぞれ減少しており

ます。
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5. 【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20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,283,811 9,196,343

受取手形及び売掛金 14,845,438 15,454,171

商品 255,629 266,892

製品 1,792,860 1,797,322

原材料 2,127,358 2,193,263

仕掛品 3,335,621 3,140,955

貯蔵品 166,682 168,043

有償受給材 9,023,900 6,934,699

未収入金 6,799,326 6,121,764

その他 746,610 811,574

流動資産合計 48,377,235 46,085,026

固定資産

有形固定資産 13,258,674 13,471,993

無形固定資産 1,004,817 1,047,114

投資その他の資産 4,253,790 4,405,981

固定資産合計 18,517,281 18,925,088

資産合計 66,894,516 65,010,114

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,845,817 7,413,861

短期借入金 100,000 100,000

未払金 12,657,366 10,399,927

未払法人税等 1,064,128 1,832,950

役員賞与引当金 17,447 73,000

その他 1,349,420 1,475,676

流動負債合計 23,034,178 21,295,414

固定負債

退職給付引当金 292,746 232,895

役員退職慰労引当金 75,098 118,550

その他 15,549 15,549

固定負債合計 383,393 366,994

負債合計 23,417,571 21,662,408

純資産の部

株主資本

資本金 3,423,500 3,423,500

資本剰余金 2,808,274 2,808,274

利益剰余金 37,309,096 36,992,194

自己株式 △31,438 △31,438

株主資本合計 43,509,432 43,192,530

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,124 △12,610

繰延ヘッジ損益 △3,543 △2,487

為替換算調整勘定 △20,820 170,273

評価・換算差額等合計 △32,487 155,176

純資産合計 43,476,945 43,347,706

負債純資産合計 66,894,516 65,010,114

決算短信 2008年08月05日 14時03分 05967xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）

― 5 ―



エヌ・イー ケムキャット㈱ (4106) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第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)

売上高 24,351,768

売上原価 20,205,781

売上総利益 4,145,987

販売費及び一般管理費 1,501,512

営業利益 2,644,475

営業外収益

受取利息 4,387

受取配当金 600

持分法による投資利益 103,293

雑収入 4,172

営業外収益合計 112,452

営業外費用

支払利息 536

メタル借入料 41,501

為替差損 20,403

雑損失 5,576

営業外費用合計 68,016

経常利益 2,688,911

特別損失

固定資産除却損 3,074

特別損失合計 3,074

税金等調整前四半期純利益 2,685,837

法人税等 993,605

四半期純利益 1,692,232
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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）

当第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)

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 2,685,837

減価償却費 605,348

貸倒引当金の増減額（△は減少） △379

持分法による投資損益（△は益） △103,293

のれん償却額 15,081

固定資産除却損 3,074

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59,531

受取利息及び受取配当金 △4,987

支払利息 536

売上債権の増減額（△は増加） 639,223

未収入金の増減額（△は増加） △677,458

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,388

有償受給材の増減額（△は増加） △2,089,201

仕入債務の増減額（△は減少） 399,253

未払金の増減額（△は減少） 2,588,520

その他 △206,714

小計 3,802,983

利息及び配当金の受取額 56,842

利息の支払額 △542

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,740,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,118,774

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 △571,893

無形固定資産の取得による支出 △124,496

その他 △773

投資活動によるキャッシュ・フロー △697,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,362,166

その他 △1,247

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,363,413

現金及び現金同等物に係る換算差額 29,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,468

現金及び現金同等物の期首残高 9,196,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,283,811
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　 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】

当第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)

　親会社及び連結子会社は、国内外の顧客に対して化学触媒・自動車触媒・表面処理薬品等の製品及び商

品の製造・販売を中心とした化学品事業のみを行っており、単一セグメントであるため、事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第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及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれ

も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】

当第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)

東アジア 東南アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,585,224 3,884,583 18,021 4,011 6,491,839

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 24,351,768

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

10.6 16.0 0.1 0.0 26.7

(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。

２ 各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) 東アジア………韓国、台湾、中国など 

  (2) 東南アジア……タイ、シンガポール、フィリピンなど 

  (3) 北米……………アメリカ 

  (4) その他の地域…イギリス、ドイツ 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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「参考情報」

前第１四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

　 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

　 （単位：千円）

　

　 科 目
　 前年同四半期

（平成20年３月期第１四半期）

　 金 額

Ⅰ 売上高 22,189,641

Ⅱ 売上原価 18,290,390

売上総利益 3,899,251

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,414,914

営業利益 2,484,337

Ⅳ 営業外収益 116,453

Ⅴ 営業外費用 41,231

経常利益 2,559,559

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 11,658

税金等調整前四半期純利益 2,547,901

税金費用 983,724

四半期純利益 1,564,177
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6. その他の情報

【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日
　 至 平成20年６月30日）

金額(千円)

化学触媒 1,149,879

自動車触媒 8,125,649

表面処理薬品 7,833,349

貴金属 2,311,672

計 19,420,549

(注) １ 金額は、製造原価額によって表示しております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３ 貴金属は、各部門の製品中に含まれる貴金属のうち別売りされたものに対応する製造原価額によって表示して

おります。

(2) 受注状況

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日
　 至 平成20年６月30日）

受注高(千円) 受注残高(千円)

化学触媒 1,752,295 1,182,645

自動車触媒 10,990,669 2,834,881

計 12,742,964 4,017,526

(注) １ 金額は販売価格によって表示しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 受注生産をしている事業部門は化学触媒、自動車触媒であり、表面処理薬品は主として見込み生産をしており

ます。
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(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日）

販売高(千円)

化学触媒 2,221,676

自動車触媒 10,088,518

表面処理薬品 9,491,592

貴金属 2,549,982

計 24,351,768

(注) １ 貴金属は、各部門の製品中に含まれる貴金属のうち別売りされたものであります。

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

BASF ケムキャット
（タイランド）リミテッド

3,309,527 13.6

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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