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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 48,773 ― 5,189 ― 5,454 ― 3,405 ―
20年3月期第2四半期 44,209 3.1 4,908 △4.3 5,034 △3.8 3,113 △1.6

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2四半期 117.52 ―
20年3月期第2四半期 107.44 ―

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2四半期 68,508 45,119 65.9 1,557.30
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2四半期  45,119百万円 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 ― 43.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、４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、４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。業績予想の前提となる条件等について
は、４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。 
・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2四半期  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2四半期  12,479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2四半期  28,972,644株 20年3月期第2四半期  28,973,795株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、前年度に引き続いて原油価格が高値で推移し、ま

た、昨年度から世界的金融不安を招いている米国サブプライムローン問題が米国大手証券会社の破綻を招

き、その影響からわが国でも株式市場が混乱するなど、厳しい様相でありました。当社を取り巻く環境に

つきましては、化学触媒事業の主要マーケットであります石油化学工業界は、原油・ナフサ価格の高騰の

影響等により、厳しいビジネス環境におかれました。自動車業界では、国内販売台数は前年同期と比べ

2.7％減少したものの、輸出台数は前年同期と比べ9.7％増加し、国内自動車生産台数としては、前年同期

と比べ5.7％増加いたしました。電子部品業界では、電子機器の市場が全体的に低迷したため、電子部品

の需要も全体として伸び悩みました。 

 このような状況のもと、当社は、国内外において積極的に営業活動を行うとともに、製品の性能および

生産性の向上ならびに新技術の開発を図り、収益の確保に努めてまいりました。その結果、当第２四半期

連結累計期間の売上高は、前年同期比10.3％増の48,773百万円となりました。経常利益につきましては、

前年同期比8.4％増の5,454百万円、四半期純利益につきましては、前年同期比9.4％増の3,405百万円とな

りました。 

  

主要マーケットである石油化学工業向けの触媒は、原油・ナフサ価格の高騰の影響等により石油化学

工業界が厳しいビジネス環境におかれ、顧客に稼働率の低減や触媒交換の延期が見られたこと、カスタ

ム触媒の大口受注がなかったこと等により、前年同期を下回る売上高となりました。他方、ファインケ

ミカル向けの触媒につきましては、医薬・農薬関連向け触媒等の販売が堅調に推移いたしました。ま

た、貴金属回収精製につきましても、ファインケミカル関連を中心に堅調に推移いたしました。その結

果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、3,840百万円（前年同期比21.5％減）となりました。 

国内販売台数は前年同期比2.7％減の242万台であったものの、輸出台数は前年同期を大幅に上回り、

前年同期比9.7％増の344万台でありました。このため、国内自動車生産台数は、前年同期比5.7％増の

579万台となり、触媒需要は前年同期を上回りました。また、貴金属価格の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等により、当第２四半期連結累計期間の売上高は、21,307百万円（前年

同期比16.0％増）となりました。 

電子部品業界では、世界的な景気減速懸念の影響もあり、携帯電話、パソコンおよびその周辺機器な

らびに薄型テレビ等の電子機器の市場が全体的に低迷したため、電子部品の需要も全体として伸び悩み

ました。このような状況のもと、表面処理薬品関連製品の販売量は鈍化いたしましたが、貴金属価格の

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等により、当第２四半期連結累計期間の売上

高は、19,624百万円（前年同期比44.4％増）となりました。 

貴金属の売上高につきましては、価格高騰の一方で、販売量が減少したため、4,002百万円（前年同

期比45.6％減）となりました。 

  

・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

部門別の概況 

① 化学触媒部門 

② 自動車触媒部門 

③ 表面処理薬品部門

④ 貴金属 
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（注）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。そのため、前年

同期比につきましては、参考として記載しております。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4,139百万円増加し50,224百万円となりました。これは、た

な卸資産が1,577百万円減少したものの、主として現金及び預金が3,018百万円、有償受給材が2,217百

万円、未収入金が998百万円それぞれ増加したことによります。たな卸資産では主に貴金属が数量の減

少と当期末の価格下落により減少となりました。一方、有償受給材及び未収入金は主に有償受給材の価

格が上昇したことにより増加となりました。（なお、現金及び預金の内容につきましては、連結キャッ

シュ・フロー計算書をご参照ください。） 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて641百万円減少し、18,284百万円となりました。これは、主

として有形固定資産が556百万円減少したことによります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,734百万円増加し23,029百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金が1,105百万円減少したものの、主として未払金が2,847百万円増加となったことによ

ります。未払金の増加は主に有償受給材の価格が上昇したことに伴いその支払債務が増加したことによ

るものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて８百万円減少し359百万円となりました。これは、退職給付

引当金が39百万円増加した一方、役員退職慰労引当金が43百万円減少したことによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,771百万円増加し45,119百万円となりました。これは、

主として利益剰余金が2,029百万円増加したことによるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度

末に比べ3,018百万円増加し、12,214百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は5,692百万円となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純

利益5,440百万円、未払債務の増加3,347百万円であり、主な支出要因は、有償受給材の増加2,217百万

円、法人税等の支払1,847百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は1,176百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による

支出989百万円、無形固定資産の取得による支出156百万円であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は1,465百万円となりました。主な要因は、配当金の支払1,363百万円、

短期借入金の返済100百万円であります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

① 連結財政状態の状況

（資産） 

（負債）

（純資産）

② 連結キャッシュ・フローの状況
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下半期の景況につきましては、世界的な金融収縮の影響や世界各国での需要減退が懸念され、厳しい事

業環境となることが見込まれます。 

 通期の連結業績予想につきましては、今後の事業環境、貴金属の価格動向が不透明であることを鑑み、

平成20年５月15日付当社「平成20年３月期 決算短信」にて発表いたしました前回予想からの修正を行っ

ておりません。 

  

（ご参考）前回発表の連結業績予想                                  （単位：百万円） 

 
  
  

該当事項はありません。 

  

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。 

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。 

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、第２四半期連結累 

 計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

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、第２四半期連結累計期間の損益に与える影  

 響は軽微であります。 

 該当事項はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 平成21年３月期予想（通期） 94,900 8,700 9,200 5,700

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

① 簡便な会計処理

1) 固定資産の減価償却費の算定方法

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

(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

② 表示方法の変更
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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、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、第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が

176,494千円それぞれ減少しております。 

  

(4) 追加情報
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 12,213,856 9,196,343 

受取手形及び売掛金 14,878,258 15,454,171 

たな卸資産 5,989,304 7,566,475 

有償受給材 9,152,105 6,934,699 

未収入金 7,119,703 6,121,764 

その他 870,683 811,574 

流動資産合計 50,223,909 46,085,026 

固定資産 

有形固定資産 12,916,244 13,471,993 

無形固定資産 983,372 1,047,114 

投資その他の資産 4,384,217 4,405,981 

固定資産合計 18,283,833 18,925,088 

資産合計 68,507,742 65,010,114 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,308,509 7,413,861 

短期借入金 － 100,000 

未払金 13,247,157 10,399,927 

未払法人税等 2,053,947 1,832,950 

役員賞与引当金 42,969 73,000 

その他 1,376,706 1,475,676 

流動負債合計 23,029,288 21,295,414 

固定負債 

退職給付引当金 271,807 232,895 

役員退職慰労引当金 75,098 118,550 

その他 12,580 15,549 

固定負債合計 359,485 366,994 

負債合計 23,388,773 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 39,021,668 36,992,194 

自己株式 △31,805 △31,438 

株主資本合計 45,221,637 43,192,530 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △11,770 △12,610 

繰延ヘッジ損益 △3,158 △2,487 

為替換算調整勘定 △87,740 170,273 

評価・換算差額等合計 △102,668 155,176 

純資産合計 45,118,969 43,347,706 

負債純資産合計 68,507,742 65,010,114 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 48,773,281 

売上原価 40,663,676 

売上総利益 8,109,605 

販売費及び一般管理費 2,920,559 

営業利益 5,189,046 

営業外収益 

受取利息 9,989 

受取配当金 600 

受取保険金 83,438 

持分法による投資利益 273,384 

雑収入 11,917 

営業外収益合計 379,328 

営業外費用 

支払利息 1,078 

メタル借入料 86,459 

為替差損 18,422 

雑損失 8,251 

営業外費用合計 114,210 

経常利益 5,454,164 

特別利益 

固定資産売却益 664 

特別利益合計 664 

特別損失 

固定資産売却損 76 

固定資産除却損 10,114 

ゴルフ会員権売却損 4,180 

特別損失合計 14,370 

税金等調整前四半期純利益 5,440,458 

法人税等 2,035,653 

四半期純利益 3,404,805 

エヌ・イー　ケムキャット㈱　(4106)　平成21年度３月期　第２四半期決算短信

― 7 ―



  

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20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 5,440,458 

減価償却費 1,229,657 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △376 

持分法による投資損益（△は益） △273,384 

のれん償却額 30,161 

固定資産除却損 10,114 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,947 

受取利息及び受取配当金 △10,589 

支払利息 1,078 

売上債権の増減額（△は増加） 581,675 

未収入金の増減額（△は増加） △997,534 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,566,330 

有償受給材の増減額（△は増加） △2,217,406 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,114,882 

未払債務の増減額（△は減少） 3,346,987 

その他 △198,800 

小計 7,434,436 

利息及び配当金の受取額 104,799 

利息の支払額 △542 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,846,826 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,691,867 

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 △988,994 

無形固定資産の取得による支出 △155,536 

その他 △31,278 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,175,808 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 

配当金の支払額 △1,362,793 

その他 △2,125 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,464,918 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,628 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,017,513 

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 12,213,856 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 親会社および連結子会社は、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お

よび商品の製造・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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める「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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(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 

  

該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

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) 4,911,260 9,189,990 21,916 5,597 14,128,763

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 48,773,281

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.1 18.9 0.0 0.0 29.0

(6) 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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前第２四半期に係る財務諸表 

  

（要約）前中間連結損益計算書 

                      （単位：千円） 

 
  

「参考情報」

科  目 

前中間連結会計期間

  （自 平成19年４月１日 
   至 平成19年９月30日）

金  額

Ⅰ 売上高 44,208,766 

Ⅱ 売上原価 36,457,804 

売上総利益 7,750,962 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,843,224 

営業利益 4,907,738 

Ⅳ 営業外収益 220,714 

Ⅴ 営業外費用 94,951 

経常利益 5,033,501 

Ⅵ 特別利益 200 

Ⅶ 特別損失 18,316 

税金等調整前中間純利益 5,015,385 

税金費用 1,902,401 

中間純利益 3,112,984 
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当第２四半期連結累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。 
  

 
(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。 

  

当第２四半期連結累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。 
  

 
(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。 

  

6. その他の情報

【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

事業部門別

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成20年９月30日）

金額(千円)

化学触媒 2,144,122

自動車触媒 17,012,990

表面処理薬品 15,831,666

貴金属 3,671,027

計 38,659,805

(2) 受注状況

事業部門別

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成20年９月30日）

受注高(千円) 受注残高(千円)

化学触媒 3,581,809 1,393,975

自動車触媒 20,516,668 1,142,437

計 24,098,477 2,536,412
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当第２四半期連結累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。 

  

 
(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。 

  

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

(3) 販売実績

事業部門別

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成20年９月30日）

販売高(千円)

化学触媒 3,839,860

自動車触媒 21,306,961

表面処理薬品 19,624,165

貴金属 4,002,295

計 48,773,281

相手先
当第２四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％)

BASF ケムキャット 
（タイランド）リミテッド

8,090,196 16.6
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