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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 2,007 ― 52 ― 50 ― 25 ―
20年3月期第1四半期 1,951 0.5 53 △14.1 48 △18.2 13 ―

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 2.39 ―
20年3月期第1四半期 1.23 ―

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 9,588 2,104 23.0 207.82
20年3月期 8,970 2,070 24.3 204.91

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,206百万円 20年3月期  2,175百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

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 3,800 ― 150 ― 140 ― 40 ― 3.77
通期 7,000 0.8 240 39.9 200 44.2 50 ― 4.71

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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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．業績予想は、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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。 
 ２．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  11,979,000株 20年3月期  11,979,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,362,986株 20年3月期  1,362,586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  10,616,114株 20年3月期第1四半期  10,533,375株



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(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)におけるわが国経済は、原油価格をはじめとした

　原材料価格の高騰が、企業の収益環境悪化や個人消費の伸び悩みなど、多方面に影響を与え、景気の先行きに対

　する不透明感が一層増しております。　　

　  当業界におきましても原油価格高騰が製造コストの上昇を招いており、収益に与える影響が益々高まっていま

　す。

　  このような経営環境の中、当社グループ（当社及び連結子会社）におきましては、売上目標達成のため、珪藻  

　土・パーライト製品の拡販を行い、清涼飲料業界向け及び甘味料業界向け濾過助剤、乾式工法建材向けパーライト

　は順調に推移しました。一方で、ごみ焼却場向け珪藻土、浄化槽向け塩素剤が減少しております。

　　その結果、当連結会計期間の売上高は20億７百万円（前年同期比2.9％増）となりました。　

　  損益に関しましては、原油価格高騰による影響額の一部を販売価格へ転嫁するとともに、全社を上げたコスト

　ダウンに取組んだ結果、営業利益は52百万円（同1.8％減）、経常利益は50百万円（同3.3％増）、四半期純利益

　は25百万円（同95.4％増）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　資産は、前連結会計年度末と比較して618百万円増加し、9,588百万円となりました。主な要因は、受取手形及び

　売掛金の増加435百万円、投資有価証券の増加92百万円であります。

　　負債は、前連結会計年度末と比較して584百万円増加し、7,484百万円となりました。主な要因は、短期借入金の

　増加561百万円、支払手形及び買掛金の増加266百万円に対し、社債の減少278百万円などがあったことによりま

　す。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年5月20日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

　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

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　

　　　　　　該当事項はありません。

（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．会計処理基準に関する事項の変更

　　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　リース取引に係る会計基準の適用

　　　　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

　　　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。　

　　　　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。　
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　　③　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

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5,094千円減少しております。

　

 

　　２．追加情報

　　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　　　　当社は平成20年4月30日に交付された減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令（財務

　　　省令第32号）において、法人の所有する「機械装置に関する法定耐用年数」が改正されたことを契機として見

　　　直しを行い、当該資産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

　　　半期純利益はそれぞれ5,534千円減少しております。

－ 3 －



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 1,253,864 1,194,767

受取手形及び売掛金 2,607,520 2,172,152

商品 28,481 26,886

製品 259,221 238,145

原材料 113,619 101,348

仕掛品 241,188 231,427

繰延税金資産 24,237 39,187

その他 113,473 78,983

貸倒引当金 △4,967 △3,318

流動資産合計 4,636,639 4,079,580

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,031,769 1,033,882

機械装置及び運搬具（純額） 538,335 535,533

土地及び原料用地（純額） 849,719 852,972

その他（純額） 42,159 44,118

有形固定資産合計 2,461,983 2,466,506

無形固定資産   

のれん 103,131 111,158

その他 25,691 27,465

無形固定資産合計 128,823 138,623

投資その他の資産   

投資有価証券 1,334,691 1,242,214

長期貸付金 124,917 143,665

繰延税金資産 229,173 251,365

その他 749,097 721,722

貸倒引当金 △76,418 △72,991

投資その他の資産合計 2,361,460 2,285,977

固定資産合計 4,952,268 4,891,106

資産合計 9,588,908 8,970,686

2008/08/08 16:21:32
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,094,590 828,389

短期借入金 3,350,720 2,789,720

1年内償還予定の社債 496,000 406,000

未払法人税等 11,691 71,245

賞与引当金 19,543 42,751

繰延税金負債  122

その他 351,321 316,678

流動負債合計 5,323,867 4,454,905

固定負債   

社債 883,000 1,161,000

長期借入金 229,920 233,150

退職給付引当金 654,770 655,049

役員退職慰労引当金 378,273 378,576

繰延税金負債 14,350 17,392

固定負債合計 2,160,314 2,445,168

負債合計 7,484,182 6,900,074

純資産の部   

株主資本   

資本金 598,950 598,950

資本剰余金 621,620 621,620

利益剰余金 1,343,520 1,369,553

自己株式 △411,063 △410,940

株主資本合計 2,153,027 2,179,182

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,227 △3,764

評価・換算差額等合計 53,227 △3,764

少数株主持分 △101,528 △104,805

純資産合計 2,104,726 2,070,612

負債純資産合計 9,588,908 8,970,686

2008/08/08 16:21:32
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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）

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 2,007,180

売上原価 1,400,553

売上総利益 606,626

販売費及び一般管理費 554,065

営業利益 52,560

営業外収益  

受取利息及び配当金 10,850

その他 18,602

営業外収益合計 29,452

営業外費用  

支払利息 25,067

その他 6,805

営業外費用合計 31,872

経常利益 50,140

特別利益  

受取保険金 7,613

特別利益合計 7,613

特別損失  

貸倒引当金繰入額 3,280

その他 740

特別損失合計 4,020

税金等調整前四半期純利益 53,733

法人税、住民税及び事業税 11,614

法人税等調整額 13,010

法人税等合計 24,625

少数株主利益 3,690

四半期純利益 25,417

2008/08/08 16:22:15
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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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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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「参考資料」

　　 前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（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

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 1,951,368

Ⅱ　売上原価 1,349,535

売上総利益 601,832

Ⅲ　販売費及び一般管理費 548,309

　　営業利益 53,523

Ⅳ　営業外収益 26,461

Ⅴ　営業外費用 31,003

　　経常利益 48,981

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 3,430

税金等調整前四半期純利益 45,550

法人税、住民税及び事業税 18,416

法人税等調整額 15,380

少数株主損失　 1,252

四半期純利益 13,006
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