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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 13,385 ― 2,495 ― 2,696 ― 1,565 ―

20年3月期第2四半期 12,881 18.1 3,403 36.5 3,489 34.3 1,726 16.8

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 38.05 ―

20年3月期第2四半期 41.93 ―

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 40,481 30,669 75.8 745.21
20年3月期 39,451 29,894 75.8 726.27

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  30,665百万円 20年3月期  29,889百万円

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  有  
 

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 16.00

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  有  
 

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 28,400 7.1 4,000 △36.8 4,300 △31.5 2,430 △26.8 59.05

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．上記業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が
あります。業績予想に関する事項は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参照ください。 
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。 
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号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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  41,388,682株 20年3月期  41,388,682株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  238,790株 20年3月期  233,393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  41,153,042株 20年3月期第2四半期  41,170,311株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出はおおむね順調に推移しましたが、原燃料価格

の高止まりに起因する企業収益の悪化と物価上昇や所得環境への不安などによる個人消費の減速から、不

透明感が増しておりましたところに、当第２四半期連結会計期間末には、リーマン・ブラザーズの破綻を

きっかけとした世界的な金融市場の混乱による株価の大幅な下落や急激な円高などで先行きに対する不安

が広がり、いっきに景気の減速傾向が加速しました。 

カーボン業界におきましても、主要原料であるコークス価格の上昇は一向に収まる気配が見られませ

ん。 

このような状況のもと、当社グループは、主要原料であるコークスをはじめとする原材料価格の上昇に

ついて需要家の理解を得ながら、価格転嫁に注力しました結果、主要製品である人造黒鉛電極などにおい

て価格改定が進み、一定の成果を収めることができました。 

また、製造工程の合理化・効率化による製造期間の短縮や省エネ投資に注力し、営業体制の効率化を図

るなど、コストの削減に全社一丸となって取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、133億８千５百万円となり、前年同期に比べ3.9％の

増収となりました。 

しかしながら、損益面に関しましては、原材料コストの上昇や大型設備投資に伴う減価償却費の増加な

どを吸収しきれず、営業利益は24億９千５百万円、経常利益は26億９千６百万円となり、前年同期に比

べ、それぞれ26.7％および22.7％の減益となりました。一方、四半期純利益は、前年同期に比べ特別損失

項目が小さいことから、前年同期比で9.3％減の15億６千５百万円に止まりました。 

次に製品別の売上状況でありますが、人造黒鉛電極につきましては、円高による減収はあったものの販

売価格の改定が寄与し、55億２千４百万円となり、前年同期に比べ23.7％の増収となりました。 

アルミニウム製錬用炭素製品は、円高の影響と今期の売上げが下期に偏重しているという特殊事情もあ

り、売上高は43億６千７百万円になり、前年同期に比べて8.0％の減収となりました。 

特殊炭素製品につきましては、非鉄金属関連及びデジタル家電関連部材は好況でしたが、自動車関連部

材の不振により、売上高は18億１千１百万円となり、前年同期に比べ3.7％の減収となりました。 

粉体及びその他炭素製品につきましては、リチウムイオン二次電池関係が前期に引き続き好調に推移し

ましたものの需要家の在庫調整の影響が若干ありましたので、売上高は16億８千１百万円となり、前年同

期に比べ5.9％の減収となりました。 

なお、前年同期増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

総資産は、前連結会計年度末と比較して10億２千９百万円増加して、404億８千１百万円となりまし

た。主な増加は、たな卸資産の増加16億９百万円および焼成設備の新設等による有形固定資産の増加５

億４千１百万円であり、主な減少は、所有株式時価の下落による投資有価証券の減少８億３千３百万円

および現金及び預金の減少６億６千６百万円です。 

負債は、前連結会計年度末と比較して２億５千４百万円増加して、98億１千１百万円となりました。

主な増加は、原材料価格等の高騰による買掛金の増加９億９千９百万円であり、主な減少は、設備投資

に伴う未払金の減少等による流動負債その他の減少４億４千９百万円です。 

少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末と比較して７億７千５百万円増加して、306億６

千９百万円となりました。主な増加は、利益剰余金の増加12億７千７百万円であり、主な減少は、その

他有価証券評価差額金の減少４億９千８百万円です。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末

と同様75.8％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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

  資産、負債及び純資産の状況
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通期の見通しにつきましては、世界各国が協調して実施した種々の経済政策にも関わらず、金融危機は

依然として収まる気配がなく、わが国経済も株価不振、企業収益の悪化から不況感が強まっています。 

主要原料であるコークス価格については、需給面からさらなる上昇が見込まれており、自動車や建材の

不況からアルミ価格の下落や電炉業界の減産の動きなども勘案しますと、当社を取り巻く経営環境は厳し

いものになることが予想されます。 

このような状況のもと、当社といたしましては、引き続き価格改定に注力し、コスト削減を一段と強化

し、激烈な国際競争に負けない強固な企業体質を確立することによって、業績の向上に取り組んでまいり

たいと存じます。 

平成21年３月期の通期業績予想につきましては、連結売上高284億円(前期比7.1％増)、連結営業利益40

億円(前期比36.8％減)、連結経常利益43億円(前期比31.5％減)、連結当期純利益24億３千万円(前期比

26.8％減)を見込んでおります。 

本業績予想において下期の外国為替レートは１ドルにつき95円で算出しております。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

・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ので、前連結会計年度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 

・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、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」を一括記載しております。 

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」(企業会計基準委員会 平

成19年３月14日 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号のただし書きにより、改

正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「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。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益へ与える影響はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

(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
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③リース取引に関する会計基準等の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連

結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資

産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

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。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益へ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） 

 第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機とし、資産の利用状況を見直した結果、機

械装置の耐用年数の変更を実施致しました。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がそれぞれ105百万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：百万円） 

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 2,031 2,698 

受取手形及び売掛金 6,974 6,671 

商品及び製品 1,264 861 

仕掛品 6,092 5,159 

原材料及び貯蔵品 953 679 

その他 506 433 

貸倒引当金 △16 △14 

流動資産合計 17,806 16,489 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 3,697 2,994 

機械装置及び運搬具（純額） 8,807 6,618 

土地 1,301 1,301 

建設仮勘定 413 2,783 

その他（純額） 267 248 

有形固定資産合計 14,488 13,947 

無形固定資産 96 84 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,896 8,730 

その他 201 207 

貸倒引当金 △7 △7 

投資その他の資産合計 8,090 8,930 

固定資産合計 22,674 22,962 

資産合計 40,481 39,451 

負債の部 

流動負債 

買掛金 3,417 2,418 

短期借入金 600 300 

未払法人税等 1,071 1,335 

賞与引当金 292 302 

その他 1,094 1,543 

流動負債合計 6,476 5,899 

固定負債 

長期借入金 1 1 

繰延税金負債 1,428 1,766 

退職給付引当金 1,338 1,341 

環境対策引当金 515 515 

その他 50 33 

固定負債合計 3,334 3,657 

負債合計 9,811 9,557 
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（単位：百万円） 

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 5,913 5,913 

資本剰余金 5,247 5,247 

利益剰余金 16,528 15,250 

自己株式 △133 △128 

株主資本合計 27,556 26,283 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 3,108 3,606 

評価・換算差額等合計 3,108 3,606 

少数株主持分 4 4 

純資産合計 30,669 29,894 

負債純資産合計 40,481 39,451 
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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：百万円） 

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 13,385 

売上原価 9,361 

売上総利益 4,024 

販売費及び一般管理費 1,529 

営業利益 2,495 

営業外収益 

受取利息 6 

受取配当金 76 

不動産賃貸料 63 

為替差益 78 

雑収入 9 

営業外収益合計 234 

営業外費用 

支払利息 3 

不動産賃貸原価 12 

発生屑売却損 15 

雑支出 1 

営業外費用合計 33 

経常利益 2,696 

特別損失 

固定資産除却損 72 

投資有価証券評価損 14 

特別損失合計 87 

税金等調整前四半期純利益 2,608 

法人税等 1,042 

少数株主利益 0 

四半期純利益 1,565 
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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号のただし書きにより、改正後の

四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は単一の事業を専業的に営んでおりますので、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。 

  

当社は在外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。 

  

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社の本邦以外への売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

米州…………………カナダ、米国、ブラジル、アルゼンチン 

アジア・中近東……韓国、台湾、アラブ首長国連邦、バーレーン 

欧州…………………ノルウェー、フランス、ドイツ、スロベニア 

その他の地域………オーストラリア、南アフリカ、モザンビーク 
  

  

   該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

1 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)

2 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)

3 海外売上高

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)

米州 アジア・中近東 欧州 その他の地域 計

① 海外売上高(百万円) 1,900 2,829 932 1,285 6,947

② 連結売上高(百万円) 13,385

③ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.2 21.1 7.0 9.6 51.9

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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)
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

 (1)中間連結損益計算書

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(百万円)

Ⅰ 売上高 12,881

Ⅱ 売上原価 7,952

   売上総利益 4,929

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,526

   営業利益 3,403

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 21

 ２ 受取配当金 65

 ３ 不動産賃貸料 63

 ４ 雑収入 16 166

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2

 ２ 不動産賃貸原価 12

 ３ 為替差損 42

 ４ 発生屑売却損 8

 ５ 雑支出 14 80

   経常利益 3,489

Ⅵ 特別利益

   前期損益修正益 25 25

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 56

 ２ 減損損失 36

 ３ 環境対策引当金繰入額 515 607

   税金等調整前中間純利益 2,907

   法人税、住民税及び事業税 1,315

   法人税等調整額 △134 1,180

   少数株主利益 0

   中間純利益 1,726
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当社及び連結子会社は単一の事業を専業的に営んでおりますので、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。 

  

当社は在外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。 

  

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社の本邦以外への売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

米州…………………カナダ、米国、ブラジル、アルゼンチン 

アジア・中近東……オマーン、韓国、台湾、アラブ首長国連邦、中国 

欧州…………………ノルウェー、フランス、スロバキア、ドイツ 

その他の地域………オーストラリア、モザンビーク、南アフリカ 

  

 (2)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

【所在地別セグメント情報】

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)

【海外売上高】

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)

米州 アジア・中近東 欧州 その他の地域 計

① 海外売上高(百万円) 1,452 3,235 851 1,550 7,090

② 連結売上高(百万円) 12,881

③ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.3 25.1 6.6 12.0 55.0
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