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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 9,388 ― 911 ― 973 ― 561 ―

20年3月期第3四半期 10,292 18.9 1,125 26.4 1,193 29.7 736 28.9

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3四半期 27.83 ―

20年3月期第3四半期 36.46 ―

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3四半期 17,582 13,549 77.1 671.18
20年3月期 18,576 13,679 73.6 677.33

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  13,549百万円 20年3月期  13,679百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 8.00

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 10,900 △20.5 750 △50.1 800 △49.1 450 △53.3 22.28

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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、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。  

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3四半期  20,249,087株 20年3月期  20,249,087株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  61,300株 20年3月期  53,180株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  20,192,201株 20年3月期第3四半期  20,200,654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 

 当社グループの第３四半期連結累計期間における業績は、期間前半において概ね好調であったものの、後

半に入り世界経済の影響を受けて急激かつ大幅に下降しました。 

 セラミック原料部門では、陶磁器業界向け売上げが継続的に減少し、ファインセラミックス原料の売上げ

も夏以降低調に推移しました。また、ガラス業界向けでは、第３四半期に入り、比較的堅調であった液晶等

フラットパネルディスプレイ用原料も含めすべての品種で顧客の急激な減産調整を受け、同業界向け売上げ

は前年を大幅に下回ることとなりました。この結果、セラミック原料部門全体の売上高は、６０億２千６百

万円となりました。 

 電子部材部門では、先端分野に投入した新規開発の材料が９月まで好調に推移したものの、秋口以降受注

が激減し、売上高は３３億６千１百万円にとどまりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高９３億８千８百万円、営業利益９億１千１百万

円、経常利益９億７千３百万円、四半期純利益５億６千１百万円となりました。 

 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
（資産） 
 流動資産は、１２３億２千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億９千５百万円減少しました。こ
れは、棚卸資産が５億９百万円増加し、受取手形及び売掛金が７億８千８百万円減少したことなどによりま
す。 
 固定資産は、５２億５千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億９千８百万円減少しました。これ
は、工具器具及び備品が３千万円増加し、投資有価証券が９億８百万円減少したことなどによります。 
 この結果、総資産は、１７５億８千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億９千４百万円減少しま
した。 
 
（負債） 
 流動負債は、３３億５千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億８千４百万円減少しました。これ
は、支払手形が３億２千３百万円増加し、未払法人税等が３億８千３百万円、買掛金が４億６千６百万円そ
れぞれ減少したことなどによります。 
 固定負債は、６億７千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億８千万円減少しました。これは、繰
延税金負債が４億１千万円減少したことなどによります。 
 この結果、負債合計は、４０億３千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億６千４百万円減少しま
した。 
 
（純資産） 
 純資産合計は、１３５億４千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億２千９百万円減少しました。
これは、主としてその他有価証券評価差額金が５億２千７百万円減少したことなどによります。 
 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
 ２００９年１月以降において、当社グループの業績は、国内外経済悪化の影響を受けてさらに下降するも
のと思われます。 
 セラミック原料では、陶磁器原料、ガラス原料およびファインセラミックス原料のすべての原料で業績の
落ち込みが避けられず、セラミック原料部門の業績は、今期間中の回復が困難と見込まれます。 
 電子部材部門では、世界的な需要の回復が遅れ、市況のさらなる冷え込みが強く懸念されます。このよう
な状況下、当部門では先端材料を中心に積極的な開発を行って、需要回復時の素早い立ち上げに向けて努力
を続けて参る所存です。 
 以上の状況から、平成２０年１１月１０日に公表した通期の業績予想を下方に修正いたしました。 

 
 
４．その他 
 (1)期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

    該当ございません。 

 (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. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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おります。 
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2. 棚卸資産の評価方法 

 当第３四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、当第２四半期連結

会計期間末の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。 

 棚卸資産の簿価切下げに関して、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. 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産については、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。 

 

4. 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 

 (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 

  ①会計基準等の改正に伴う変更 

1.  「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）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

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.  棚卸資産について、従来、先入先出法による原価法を採用しておりましたが、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」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企

業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価

切り下げの方法）を採用しております。 

 また、従来、営業外費用として計上しておりました棚卸資産廃棄損について、上記の会計基準と

の整合性を検討し、その発生原因に差がないことから、売上原価として計上する方法に変更してお

ります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益及び営業利益が 11 百万円、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益が 5百万円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

   

  ② ①以外の変更 

1.  当社及び連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直し、機械装置の耐

用年数を 12～15 年から 7～9 年に変更しております。当該変更に伴う損益に与える影響は、売上総

利益が 11 百万円、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 13 百万円減少

しております。 

共立マテリアル㈱(1702)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

3



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,967 2,878

受取手形及び売掛金 3,842 4,631

有価証券 20 20

商品及び製品 2,538 2,139

仕掛品 413 379

原材料及び貯蔵品 358 280

繰延税金資産 107 167

関係会社短期貸付金 2,000 2,000

その他 78 23

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 12,323 12,519

固定資産   

有形固定資産 3,925 3,813

無形固定資産 5 7

投資その他の資産 1,327 2,236

固定資産合計 5,258 6,057

資産合計 17,582 18,576

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,852 2,995

未払法人税等 32 415

未払費用 110 158

その他 363 273

流動負債合計 3,358 3,842

固定負債   

繰延税金負債 34 445

退職給付引当金 517 495

役員退職慰労引当金 123 113

固定負債合計 674 1,054

負債合計 4,032 4,897

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387 2,387

資本剰余金 1,711 1,711

利益剰余金 8,984 8,583

自己株式 △20 △17

株主資本合計 13,063 12,665

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 486 1,014

評価・換算差額等合計 486 1,014

純資産合計 13,549 13,679

負債純資産合計 17,582 18,576
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 9,388

売上原価 7,426

売上総利益 1,961

販売費及び一般管理費 1,049

営業利益 911

営業外収益  

受取利息 21

受取配当金 34

その他 16

営業外収益合計 72

営業外費用  

為替差損 10

その他 0

営業外費用合計 10

経常利益 973

特別利益  

固定資産売却益 2

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産処分損 17

環境対策費 5

特別損失合計 23

税金等調整前四半期純利益 953

法人税、住民税及び事業税 349

法人税等調整額 41

法人税等合計 391

四半期純利益 561
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 953

減価償却費 249

固定資産処分損益（△は益） 15

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

投資有価証券売却損益（△は益） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9

受取利息及び受取配当金 △55

売上債権の増減額（△は増加） 788

たな卸資産の増減額（△は増加） △509

仕入債務の増減額（△は減少） △143

その他 △150

小計 1,177

利息及び配当金の受取額 49

法人税等の支払額 △727

営業活動によるキャッシュ・フロー 499

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △400

定期預金の払戻による収入 400

有形及び無形固定資産の取得による支出 △237

有形固定資産の売却による収入 3

投資有価証券の取得による支出 △10

投資有価証券の売却による収入 0

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △244

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △152

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △155

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 89

現金及び現金同等物の期首残高 2,498

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,587

共立マテリアル㈱(1702)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

6



　

(4)　継続企業の前提に関する注記

　　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　　　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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

セラミック原料
（百万円）

電子部材
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

　売上高
(1) 外部顧客に対する

売上高
6,026 3,361 9,388 － 9,388

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

6,026 3,361 9,388 － 9,388
405 837 1,242 (330) 911

(注) 1. 事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。
2. 各事業区分の主要製品等

(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸リチウム等
(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

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（会計基準等の改正
に伴う変更）」に記載の通り、第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基
準」を適用しております。また、従来、営業外費用として計上しておりました棚卸資産廃棄損に
ついて、上記の会計基準との整合性を検討した結果、その発生原因に差がないことから、売上原
価として計上する方法に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業費用はセラミック原料事業が5百万円、
電子部材事業が5百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

東南アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,923 131 2,055 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 9,388 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(%)

(注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。
2. 各区分に属する地域の内訳は、次の通りであります。

(1)東南アジア･･･ 中国、台湾、韓国、マレーシアほか
(2)その他　　･･･ スリランカ、アメリカほか

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　　　該当事項はありません。

20.5 1.4 21.9 

　営業利益

当社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

　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。

計
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【参考】　

前年同四半期にかかる連結財務諸表

（要約）前四半期連結損益計算書 (単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日)

金額

Ⅰ　売上高　　 10,292

Ⅱ　売上原価 8,231

      売上総利益 2,061

Ⅲ　販売費及び一般管理費 935

      営業利益 1,125

Ⅳ　営業外収益 74

　１　受取利息及び配当金 47

　２　その他 27

Ⅴ　営業外費用 6

　１　たな卸資産廃棄損 2

　２　その他 3

      経常利益 1,193

Ⅵ　特別利益 24

　１　固定資産売却益 24

Ⅶ　特別損失 5

　１　固定資産処分損 5

　２　その他 0

　　　税金等調整前四半期純利益 1,212

　　　法人税、住民税及び事業税 453

　　　法人税等調整額 22

　　　四半期純利益 736

科目
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

　（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日)

区分　 金額

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 1,212 

　　　減価償却費 176 

　　　たな卸資産廃棄損 2 

　　　固定資産処分損益 △ 19 

　　　貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 

　　　退職給付引当金の増減額(△は減少) △ 27 

　　　役員退職引当金の増減額(△は減少) 0 

　　　受取利息及び受取配当金 △ 47 

　　　売上債権の増減額(△は増加) △ 783 

　　　たな卸資産の増減額(△は増加) △ 456 

　　　仕入債務の増減額(△は減少) 417 

　　　その他 △ 45 

　             小計 430 

　　　利息及び配当金の受取額 47 

　　　法人税等の支払額 △ 500 

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 22 

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入による支出 △ 400 

　　　定期預金の払出による収入 400 

　　　有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 325 

　　　有形固定資産の売却による収入 28 

      投資有価証券の取得による支出 △ 1 

　　　貸付けによる支出 △ 2,000 

　　　その他 0 

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,297 

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　配当金の支払額 △ 152 

　　　その他 △ 3 

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 156 

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1 

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 2,477 

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,393 

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,916 

共立マテリアル㈱(1702)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

9




