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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 4,080 ― 558 ― 569 ― 336 ―

20年3月期第2四半期 4,155 12.1 556 8.5 572 9.9 338 9.2

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2四半期 70.08 ―

20年3月期第2四半期 70.46 ―

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 10,674 9,469 88.7 1,973.65
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2四半期  9,469百万円 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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 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、３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 有

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  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2四半期  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2四半期  4,798,379株 20年3月期第2四半期  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２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日)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市場の混乱、原油相場・原材料価格の乱高下、円高の進行等により企業収益は

悪化傾向にあり、景気の減速感が強まっております。

　当社グループは、固有技術に基づきニッチ市場での事業を主に展開しており、経済動向全般の影響は比較的限定

されるものの、建設関連の資材を中心に原材料価格の高騰が顕在化しております。

　こうした状況下で当社グループの第２四半期連結累計期間の売上高は、4,080百万円（対前年同期比1.8％減）と

なりました。

　　  　当第２四半期連結累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、温度管理用示温材および滅菌カードの売上高は前年同期並みでしたが、

滅菌バッグは原料資材の高騰と医療業界の制度改革の影響を受けた市場競争の中で売上高は減少し

ました。

建設資材では、トンネル掘削用補助資材の需要は堅調に推移し売上高は増加しましたが、無機系固

着材は橋脚補強向けの需要が一巡した影響を受け売上高は減少しました。電設工具類は住宅建設着

工の低迷を受け売上高は減少しました。

化工材では、焼尽材は受注減により売上高は減少しました。また燻煙剤用点火具は市場縮小が続き

売上高は減少しました。

この結果、化学品事業の売上高は、3,158百万円（対前年同期比4.5%減）となりました。

　火工品事業：宇宙観測用火工品は受注減により売上高は減少しましたが、防衛用火工品は新規受注品の納入があ

り売上高は増加しました。

この結果、火工品事業の売上高は、591百万円（対前年同期比3.0％増）となりました。

　機器類事業：電設器材は、夏場における落雷の多発生による閃絡表示器等の補修交換増により前年並みの売上高

を確保することができました。海洋機器は、学術用海洋観測機器の出荷があり売上高は増加しまし

た。

この結果、機器類事業の売上高は、330百万円（対前年同期比19.5％増）となりました。

　　　　以上の結果、営業利益は558百万円（対前年同期比0.4%増）、経常利益は569百万円（対前年同期比0.5%減）、四

半期純利益は336百万円（対前年同期比0.5%減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四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357百万円増加し10,674百万円となりまし

た。

　これは、たな卸資産が355百万円減少し、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449百万円減少しましたが、現金及び預金が306百万円増加し、売上債権が856百万円増加したこと

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119百万円増加して1,205百万円となりました。

　純資産は前連結会計年度末より237百万円増加して9,469百万円となりました。

　これは、四半期純利益により336百万円増加しましたが、配当金の支払いにより95百万円減少したこと等によるもの

であります。

　当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末より612百万円減少し

40百万円の資金獲得となりました。主な増加項目は税金等調整前四半期純利益568百万円、たな卸資産の減少355百万

円、主な減少項目は、売上債権の増加856百万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、前連結会計年度末より755百万円増加し365百万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、前連結会計年度末より47百万円増加し96百万円の資金支出となりました。

これは主に配当金の支出96百万円等によるものであります。

　以上の結果、当第２四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306百万円

増加し、953百万円となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間は、当初予測を超えた厳しい経済環境下とはなりましたが、グループの総力を挙げた営

業活動、生産性向上・経費低減活動により、概ね当初計画通りの成果を挙げることができました。通期の連結業績に

つきましては、景気は更に厳しさが増すものと考えられる事業環境の中で市場動向・ニーズの再分析による新製品開

発の加速、販売戦略の再構築を踏まえて拡販に注力し、当初計画の達成に向け取組んでまいります。また建設中の新

海洋棟は完成が近づき、今年度の海洋事業の増販に大きく寄与することが期待されています。更に、今後の販売増に

対処するための無機系固着材の新工場の建設を決定し、建設工事を確実に進めてまいります。

　このような状況を踏まえ、通期の連結業績予想につきましては、平成20年５月9日発表の決算短信にて公表した連結

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））

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 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）

　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２四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２四半期連結会計期間末のたな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２四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。
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（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「棚卸資産の評価に関する会計基準」

　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、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、当第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は、それぞれ

7,068千円減少しております。

③たな卸資産の処分に係る損失の計上区分

　たな卸資産の処分に係るたな卸資産廃棄損等の損失については、従来、営業外費用に計上しておりましたが、

第１四半期連結会計期間より売上原価として処理する方法に変更しております。この変更は第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、収益性の低下に基づく簿価切下げによって発生する評価減金額とたな卸資産の処分に係る損失を期間損益

計算において同等の損益区分で処理する方法が適当であると判断したことによるものであります。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益がそれぞれ10,064千円減少しておりますが、

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。

　なお、第1四半期におけるたな卸資産の処分に係る損失額は極めて軽微であります。

④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ことに伴い、

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。

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　これによる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、

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、当第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は、それぞれ349

千円減少しております。
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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 953,827 647,704

受取手形及び売掛金 2,991,575 2,135,568

商品及び製品 934,164 1,059,326

仕掛品 306,090 482,053

原材料及び貯蔵品 523,647 578,094

短期貸付金 3,304,650 3,804,450

繰延税金資産 136,284 136,264

その他 214,115 174,287

貸倒引当金 △11,765 △5,899

流動資産合計 9,352,589 9,011,850

固定資産   

有形固定資産 1,074,176 1,053,617

無形固定資産 17,605 11,587

投資その他の資産   

投資有価証券 120,769 124,871

長期貸付金 5,650 8,050

繰延税金資産 37,193 35,716

その他 72,592 80,040

貸倒引当金 △5,650 △8,050

投資その他の資産合計 230,555 240,629

固定資産合計 1,322,336 1,305,834

資産合計 10,674,926 10,317,685

負債の部   

流動負債   

買掛金 381,626 312,046

賞与引当金 244,162 258,566

未払法人税等 239,743 181,661

その他 243,665 200,971

流動負債合計 1,109,198 953,244

固定負債   

退職給付引当金 44,044 36,746

役員退職慰労引当金 22,081 64,551

その他 29,740 30,740

固定負債合計 95,866 132,038

負債合計 1,205,064 1,085,282
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（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) 

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 6,863,851 6,623,548

自己株式 △2,104 △1,437

株主資本合計 9,471,266 9,231,631

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,404 771

評価・換算差額等合計 △1,404 771

純資産合計 9,469,861 9,232,402

負債純資産合計 10,674,926 10,317,685
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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 4,080,219

売上原価 2,827,340

売上総利益 1,252,878

販売費及び一般管理費 694,009

営業利益 558,869

営業外収益  

受取利息 10,331

受取配当金 2,550

その他 3,526

営業外収益合計 16,408

営業外費用  

為替差損 5,708

その他 68

営業外費用合計 5,777

経常利益 569,500

特別損失  

固定資産除却損 843

特別損失合計 843

税金等調整前四半期純利益 568,656

法人税等 232,374

四半期純利益 336,281
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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 568,656

減価償却費 98,878

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,403

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,297

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,469

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,466

受取利息及び受取配当金 △12,882

固定資産除却損 843

為替差損益（△は益） 3,402

売上債権の増減額（△は増加） △856,007

たな卸資産の増減額（△は増加） 355,572

その他の資産の増減額（△は増加） △32,413

仕入債務の増減額（△は減少） 59,634

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,006

その他の負債の増減額（△は減少） 34,902

小計 201,485

利息及び配当金の受取額 12,916

法人税等の支払額 △174,193

営業活動によるキャッシュ・フロー 40,208

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △136,656

投資有価証券の取得による支出 △91

貸付けによる支出 △700,000

貸付金の回収による収入 1,202,200

その他 540

投資活動によるキャッシュ・フロー 365,992

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 △96,008

財務活動によるキャッシュ・フロー △96,676

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 306,122

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 953,827
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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。

  なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条第1項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づ

いて作成しております。 

（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　       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）

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 3,158,328 591,368 330,521 4,080,219 － 4,080,219

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － － －

　計 3,158,328 591,368 330,521 4,080,219 － 4,080,219

営業利益 448,498 83,353 27,016 558,869 － 558,869

　（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

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

〔所在地別セグメント情報〕

　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）

　  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。

〔海外売上高〕

　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）　

　  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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

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）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 4,155,969 100.0

Ⅱ　売上原価 2,881,261 69.3

売上総利益 1,274,708 30.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 718,087 17.3

営業利益 556,621 13.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 10,562

２．受取配当金 3,169

３．業務委託手数料 546

４．雑収入　 2,449 16,727 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．たな卸資産除却損 601

２．為替差損 140

３．雑損失 512 1,254 0.0

経常利益 572,094 13.8

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 218 218 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 2,611 2,611 0.1

税金等調整前中間純利益 569,702 13.7

法人税、住民税及び事業税 227,368

法人税等調整額 4,210 231,578 5.6

中間純利益 338,123 8.1
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

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）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純利益 569,702

減価償却費 85,249

賞与引当金の増減額（△減
少額）　

459

退職給付引当金の増減額
（△減少額）　

△34,601

役員退職慰労引当金の増減
額（△減少額）　

6,428

貸倒引当金の増減額（△減
少額）

34

受取利息及び受取配当金　 △13,731

為替差損益（△差益）　 140

固定資産除却損　 2,611

売上債権の増減額（△増加
額）　

△920,275

たな卸資産の増減額（△増
加額）　

530,224

その他資産の増減額（△増
加額）　

△87,301

仕入債務の増減額（△減少
額）　

△66,917

その他負債の増減額（△減
少額）   　

△25,589

未払消費税等の増減額（△
減少額）　

34,293

小計 80,726

利息及び配当金の受取額　 11,922

法人税等の支払額   　 △102,904

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△10,256

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　

△105,563

投資有価証券の取得による
支出　

△89

貸付による支出　 △1,100,000

貸付金の回収による収入　 1,205,700

投資活動によるキャッシュ・
フロー

47
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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）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

配当金の支払額　 △96,556

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△96,556

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△140

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △106,905

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中間期
末残高

422,703
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