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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 2,145 ― 409 ― 416 ― 245 ―

20年3月期第1四半期 2,101 10.7 217 △39.6 223 △38.8 132 △40.1

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 51.07 ―

20年3月期第1四半期 27.59 ―

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

21年3月期第1四半期 10,603 9,383 88.5 1,955.56
20年3月期 10,317 9,232 89.5 1,923.84

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,383百万円 20年3月期  9,232百万円

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 ― 10.00 ― 20.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 20.00 30.00

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 4,060 △2.3 500 △10.2 510 △10.9 302 △10.7 62.93
通期 7,500 3.0 780 0.3 800 0.8 471 1.2 98.15

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 
１．平成20年５月９日発表の連結業績予想は、修正しておりません。 
２．上記の予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性が 
  あります。業績予想のご利用に当たっての注意事項については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．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。 
    

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） 21年3月期第1四半期  4,800,000株 20年3月期  4,800,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,848株 20年3月期  1,054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  4,798,549株 20年3月期第1四半期  4,798,946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1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した国際金融不安の進

展、更には原油相場、原料素材価格の高騰と円高の進行等により、景気の先行き不透明感は一層強まりつつありま

す。 

 当社グループは、ニッチ市場での事業を中心に展開しており、経済動向全般の事業への影響は比較的限定される

ものの、建設資材を主に原材料費の上昇と一部需要の減少が見られました。 

 こうした状況下ではありましたが、当第１四半期連結会計期間の売上高は、2,145百万円（対前年同期比2.1％

増）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の各セグメント別の概況は次のとおりであります。 

 化学品事業：ケミカルインジケータでは、温度管理用示温材は前年並みを確保、また滅菌カードはOEM製品の出荷

もあり売上高は増加しましたが、滅菌バッグは原料資材の高騰を受け、価格競争の中で売上高は停滞しました。 

 建設資材では、トンネル掘削用補助資材は九州地区を中心に好調を維持し売上高は増加しましたが、無機系固着

材は東京、大阪地区とも使用現場が減少し売上高は減少しました。電設工具類は住宅建設の減少のあおりを受け売

上高は減少しました。 

 化工材では、焼尽材で第２四半期からの繰上げ納入があり売上高は増加しました。また、インク噴射器用ガス発

生剤も好調を維持しましたが、燻煙剤用点火具は市場縮小等により売上高は減少しました。 

 この結果、化学品事業の売上高は、1,630百万円（対前年同期比2.5％増）となりました。 

 火工品事業：宇宙観測用・防衛用火工品はともに、若干の納期変更が発生したものの概ね前年並みとなりまし

た。 

 この結果、火工品事業の売上高は、384百万円（対前年同期比1.3％増）となりました。 

 機器類事業：電設器材は、昨年の出荷ペースは下回りましたが、予定通り順調に推移しました。海洋機器は、次

期以降の出荷に備え契約の締結、部品の発注、製造への着手等を計画に従い進めました。 

 この結果、機器類事業の売上高は、130百万円（対前年同期比0.1％増）となりました。 

 以上の結果、営業利益は409百万円（対前年同期比88.0％増）、経常利益は416百万円（対前年同期比86.9％

増）、四半期純利益は245百万円（対前年同期比85.1％増）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の総資産は、前連結会計年度末に比較して286百万円増加し10,603百万円となりまし

た。 

 これは、現金及び預金が24百万円減少し、たな卸資産が106百万円減少し、親会社のキャッシュ・プーリング・シ

ステムへの短期貸付金の減少等により、その他の資産が325百万円減少しましたが、売上債権が742百万円増加した

ことによるものであります。 

 負債は買掛金の増加などから前連結会計年度末より135百万円増加して1,220百万円となりました。 

 純資産は前連結会計年度末より150百万円増加して9,383百万円となりました。 

 これは、四半期純利益により245百万円増加しましたが、配当金の支払いにより95百万円減少したことによるもの

であります。 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期より201百万円減少し 

204百万円の資金支出となりました。主な増加項目は税金等調整前四半期純利益414百万円、たな卸資産の減少106百

万円、主な減少項目は売上債権の増加742百万円等によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期より42百万円増加し271百万円の資金獲得となりました。こ

れは主に、親会社の運営するキャッシュ・プーリング・システムへの余剰資金の貸付並びに回収等によるものであ

ります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期より9百万円減少し90百万円の資金支出となりました。これ

は主に配当金の支出89百万円等によるものであります。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より24百万

円減少し、622百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、わが国の国内経済は引き続き原材料価格高騰の影響などが懸念され、先行き予断

を許さない状況にあります。 

 このような状況のもと、当社グループは原材料価格の高騰に対し誤りのない対処をするとともに、海洋機器およ



び建設資材につきましては、今後の販売増加を睨みながら積極的に設備の増強計画を進めてまいります。 

 また、研究開発および営業面からはより付加価値の高い製品へのシフトを推し進めてまいります。 

 当連結会計年度の業績予想につきましては、想定した範囲内で推移しており、平成20年３月期 決算短信（平成20

年５月９日付）で公表した連結業績予想からの変更はありません。 

  

 ご参考 平成21年３月期 連結業績予想（平成20年３月期決算短信（平成20年５月９日公表）） 

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）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   

  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、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）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法   

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用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 

１）税金費用の計算 

  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。 

（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 

   （会計処理基準に関する事項の変更） 

① 四半期連結財務諸表 

 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 たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 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は、それぞれ7,068千円減少しております。

③ リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

  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

中間期 
（第２四半期連
結累計期間） 

4,060 △2.3 500 △10.2 510 △10.9 302 △10.7 62 93 

通期 7,500 3.0 780 0.3 800 0.8 471 1.2 98 15 



ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これにより、損益に与える影響はありません。 

   （追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社は、耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機に、自社における経済的使用可能年数を勘案

し、当第１四半期連結会計期間より、機械装置等に適用する耐用年数を改正後の法定耐用年数に変更しており

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は、それぞれ319千円減少しております。 



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 622,946 647,704

受取手形及び売掛金 2,878,068 2,135,568

商品及び製品 1,043,756 1,059,326

仕掛品 369,807 482,053

原材料及び貯蔵品 599,895 578,094

短期貸付金 3,504,500 3,804,450

繰延税金資産 136,856 136,264

その他 147,367 174,287

貸倒引当金 △7,138 △5,899

流動資産合計 9,296,058 9,011,850

固定資産   

有形固定資産 1,058,895 1,053,617

無形固定資産 18,847 11,587

投資その他の資産   

投資有価証券 126,230 124,871

長期貸付金 6,850 8,050

繰延税金資産 34,190 35,716

その他 69,733 80,040

貸倒引当金 △6,850 △8,050

投資その他の資産合計 230,154 240,629

固定資産合計 1,307,898 1,305,834

資産合計 10,603,957 10,317,685

負債の部   

流動負債   

買掛金 397,210 312,046

賞与引当金 129,718 258,566

未払法人税等 174,078 181,661

その他 380,361 200,971

流動負債合計 1,081,369 953,244

固定負債   

退職給付引当金 40,789 36,746

役員退職慰労引当金 67,971 64,551

その他 30,740 30,740

固定負債合計 139,500 132,038

負債合計 1,220,870 1,085,282



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,478,000 1,478,000

資本剰余金 1,131,520 1,131,520

利益剰余金 6,772,652 6,623,548

自己株式 △2,104 △1,437

株主資本合計 9,380,067 9,231,631

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,019 771

評価・換算差額等合計 3,019 771

純資産合計 9,383,086 9,232,402

負債純資産合計 10,603,957 10,317,685



（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）

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 2,145,299

売上原価 1,368,833

売上総利益 776,465

販売費及び一般管理費 367,232

営業利益 409,232

営業外収益  

受取利息 4,728

受取配当金 2,517

その他 2,250

営業外収益合計 9,496

営業外費用  

為替差損 1,672

その他 65

営業外費用合計 1,737

経常利益 416,991

特別損失  

投資有価証券評価損 2,265

特別損失合計 2,265

税金等調整前四半期純利益 414,726

法人税等 169,643

四半期純利益 245,082



（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 414,726

減価償却費 46,724

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39

受取利息及び受取配当金 △7,245

為替差損益（△は益） 1,691

売上債権の増減額（△は増加） △742,500

たな卸資産の増減額（△は増加） 106,015

仕入債務の増減額（△は減少） 88,050

その他 50,393

小計 △42,105

利息及び配当金の受取額 11,732

法人税等の支払額 △174,098

営業活動によるキャッシュ・フロー △204,471

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 △21,168

投資有価証券の取得による支出 △29

貸付けによる支出 △400,000

貸付金の回収による収入 701,150

その他 △8,410

投資活動によるキャッシュ・フロー 271,541

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △667

配当金の支払額 △89,468

財務活動によるキャッシュ・フロー △90,136

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,758

現金及び現金同等物の期首残高 647,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 622,946



 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 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類・性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

ｂ．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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．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）  

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（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。 

 
化学品事業
（千円） 

火工品事業
（千円） 

機器類事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は
全社（千
円） 

連結 
（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 1,630,067 384,304 130,926 2,145,299 － 2,145,299 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － － 

 計 1,630,067 384,304 130,926 2,145,299 － 2,145,299 

営業利益 316,807 75,987 16,437 409,232 － 409,232 

事業区分 主要製品 

化学品 

温度管理用示温材 

医療滅菌用資材 

建設資材 

化工材 

火工品 ロケット用火工品 

機器類 

電設器材 

海洋機器 

その他 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 2,101,030 

Ⅱ 売上原価 1,500,067 

売上総利益 600,963 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 383,291 

営業利益 217,671 

Ⅳ 営業外収益 5,848 

Ⅴ 営業外費用 454 

経常利益 223,065 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 － 

税金等調整前四半期純利益 223,065 

税金費用 90,653 

四半期純利益 132,412 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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 223,065 

減価償却費 40,888 

受取利息及び受取配当金 △3,194 

売上債権の増減額（△増加額） △664,973 

たな卸資産の増減額（△増加額） 307,969 

仕入債務の増減額（△減少額） △127,136 

その他 △90,251 

小計 △313,632 

利息及び配当金の受取額 10,373 

法人税等の支払額 △102,760 

営業活動によるキャッシュ・フロー △406,019 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形・無形固定資産の取得による支出 △73,298 

投資有価証券の取得による支出 △29 

貸付による支出 △500,000 

貸付金の回収による収入 802,850 

投資活動によるキャッシュ・フロー 229,521 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △100,023 

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,023 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 272 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △276,249 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 529,609 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 253,359 
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