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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 5,764 ― 763 ― 765 ― 446 ―

20年3月期第3四半期 5,639 5.5 726 19.8 742 19.9 438 24.1

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 93.11 ―

20年3月期第3四半期 91.44 ―

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3四半期 10,715 9,527 88.9 1,985.71
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3四半期  9,527百万円 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 98.16

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3四半期  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3四半期  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3四半期  4,798,311株 20年3月期第3四半期  4,798,946株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31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と円高の進行により経済活動の停滞から実体経済の不況へと拡大

し、企業収益の悪化と景気の減速が明らかとなる中、企業間競争の激しさは更に増しております。 

このような環境下ではありましたが、当社グループは、開発型商品に重点を置いてニッチ市場に幅広く展開を図

っており、経済動向からの影響は事業ごとに分散され、火工品事業の落ち込みがあったものの化学品、機器類でカ

バーして増販とすることができました。 

結果、当社グループの第3四半期連結累計期間の売上高は、5,764百万円（対前年同期比2.2％増）となりまし

た。 

当第３四半期連結累計期間の各セグメント別の概況は次の通りであります。 

化学品事業： ケミカルインジケータでは、温度管理用示温材は生産工程管理用分野における需要減また滅菌 

バッグ、滅菌カードは医療業界の事業全般の見直しの影響を受け、市場競争の激化の中で売上高

は減少しました。 

建設資材では、トンネル掘削用補助資材は大口の出荷が九州地区に加え、北海道、東北地区向け

にも拡大し売上高は増加しました。また無機系固着材も年度当初の底を脱してまいりました。電

設工具類は住宅建設業界の低迷が続く中で売上高は減少しました。 

化工材では、焼尽材およびガス発生剤関連商品は前年並みを確保しましたが、燻煙剤用点火具の

売上高は減少しました。 

この結果、化学品事業の売上高は、4,629百万円（対前年同期比2.7%増）となりました。 

火工品事業： 防衛用火工品は新規受注品の納入があり売上高は前年並みとなりましたが、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。 

この結果、火工品事業の売上高は、647百万円（対前年同期比12.7％減）となりました。 

機器類事業： 電設器材は、閃絡表示器等は夏場における落雷の多発生による補修交換増および新設置、定期交 

換等により売上高は増加しました。海洋機器は、海外向け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、488百万円（対前年同期比25.6％増）となりました。 

以上の結果、当社グループの営業利益は763百万円（対前年同期比5.2%増）、経常利益は765百万円（対前年同期

比3.2%増）、四半期純利益は446百万円（対前年同期比1.8%増）となりました。 

  

  

 当第３四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398百万円増加し10,715百万円となりま

した。 

 これは、現金及び預金が374百万円減少し、親会社のキャッシュ・プーリング・システム等への短期貸付金が299

百万円減少しましたが、棚卸資産が360百万円増加し、売上債権が714百万円増加したこと等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102百万円増加して1,187百万円となりました。 

 純資産は前連結会計年度末より295百万円増加して9,527百万円となりました。 

 これは、四半期純利益により446百万円増加しましたが、配当金の支払いにより143百万円減少したこと等による

ものであります。 

 当第３四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973百万円減

少し320百万円の資金支出となりました。主な増加項目は税金等調整前四半期純利益762百万円、主な減少項目は、

売上債権の増加714百万円、たな卸資産の増加360百万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487百万円増加し98百万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、前連結会計年度末とほぼ同額の144百万円の資金支出となりました。こ

れは主に配当金の支出143百万円等によるものであります。 

 以上の結果、当第３四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374百

万円減少し、273百万円となりました。 

  

  

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 
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当第3四半期連結累計期間は、厳しい経済環境の下で市場における競争は激化しておりますが、当社グループは

商品の高付加価値化とお客様の要望に沿った製品開発に努め、品質向上とコストダウンを進めてまいりました結

果、概ね当初計画どおりの成果を挙げることができました。 

今後は、工場部門においては研究開発目標に掲げたテーマの早期達成、品質の確保、生産性の向上、原価低減に

万全を期すとともに、営業部門においては景況悪化の中で落ち込みの見られる商品については、販売戦略の再構築

を踏まえて営業活動を従来にまして強力に推し進め、計画の達成に向け取組んでまいります。 

設備計画は、新海洋棟の建設は予定通り完成を迎え、漸次新製品の製造に活用が開始されました。また、次年度

以降の販売増に対処するための無機系固着材の新工場建設も年度内の完成の予定で着工しております。 

以上のような経営努力を踏まえ、通期の連結業績見通しにつきましては、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。 

  

  該当事項はありません。 

  

   

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３四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３四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。 

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 
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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３四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

6,966千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３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益がそれぞれ10,156千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。  

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３四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

685千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 273,451 647,704

受取手形及び売掛金 2,849,918 2,135,568

商品及び製品 1,122,858 1,059,326

仕掛品 380,173 482,053

原材料及び貯蔵品 976,577 578,094

短期貸付金 3,504,800 3,804,450

繰延税金資産 136,443 136,264

その他 147,151 174,287

貸倒引当金 △11,493 △5,899

流動資産合計 9,379,879 9,011,850

固定資産   

有形固定資産 1,096,255 1,053,617

無形固定資産 17,693 11,587

投資その他の資産   

投資有価証券 112,273 124,871

長期貸付金 4,450 8,050

繰延税金資産 40,326 35,716

その他 69,262 80,040

貸倒引当金 △4,450 △8,050

投資その他の資産合計 221,862 240,629

固定資産合計 1,335,810 1,305,834

資産合計 10,715,690 10,317,685

負債の部   

流動負債   

買掛金 468,948 312,046

賞与引当金 122,206 258,566

未払法人税等 159,223 181,661

その他 295,925 200,971

流動負債合計 1,046,304 953,244

固定負債   

退職給付引当金 87,295 36,746

役員退職慰労引当金 24,598 64,551

その他 29,740 30,740

固定負債合計 141,634 132,038

負債合計 1,187,938 1,085,282
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（単位：千円）

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) 

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 6,926,355 6,623,548

自己株式 △2,104 △1,437

株主資本合計 9,533,770 9,231,631

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,018 771

評価・換算差額等合計 △6,018 771

純資産合計 9,527,752 9,232,402

負債純資産合計 10,715,690 10,317,685
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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：千円）

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 5,764,980

売上原価 3,943,481

売上総利益 1,821,498

販売費及び一般管理費 1,057,595

営業利益 763,903

営業外収益  

受取利息 14,800

受取配当金 2,692

その他 5,555

営業外収益合計 23,048

営業外費用  

為替差損 21,118

その他 70

営業外費用合計 21,189

経常利益 765,762

特別損失  

固定資産除却損 3,163

特別損失合計 3,163

税金等調整前四半期純利益 762,599

法人税等 315,832

四半期純利益 446,767
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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 762,599

減価償却費 157,935

賞与引当金の増減額（△は減少） △136,359

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50,548

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39,952

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,994

受取利息及び受取配当金 △17,493

固定資産除却損 3,163

為替差損益（△は益） 7,516

売上債権の増減額（△は増加） △714,350

たな卸資産の増減額（△は増加） △360,134

その他の資産の増減額（△は増加） 33,774

仕入債務の増減額（△は減少） 143,560

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,054

その他の負債の増減額（△は減少） 106,583

小計 △7,668

利息及び配当金の受取額 21,633

法人税等の支払額 △334,610

営業活動によるキャッシュ・フロー △320,645

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 △206,368

投資有価証券の取得による支出 △121

貸付けによる支出 △1,700,000

貸付金の回収による収入 2,003,250

その他 1,320

投資活動によるキャッシュ・フロー 98,080

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 △143,503

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,171

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △374,253

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 273,451
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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。  

 該当事項はありません。 

  

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） 
  

   （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 

  

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） 

  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。 

  

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） 

 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。 

  

（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〕 

  
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  4,629,516  647,254  488,209  5,764,980 －  5,764,980

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － 

 計  4,629,516  647,254  488,209  5,764,980 －  5,764,980

営業利益  627,809  97,861  38,233  763,903 －  763,903

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〕 

〔海外売上高〕 

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月1日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  5,639,723

Ⅱ 売上原価  3,833,783

売上総利益  1,805,939

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,079,792

営業利益  726,146

Ⅳ 営業外収益  19,002

 1.受取利息  11,430

 2.受取配当金  3,311

 3.業務委託手数料  814

 4.雑収入  3,445

       

Ⅴ 営業外費用  2,785

 1.たな卸資産廃棄損  976

 2.為替差損  1,509

 3.雑損失  299

       

経常利益  742,363

Ⅵ 特別利益  2,262

 1.貸倒引当金戻入益  2,262

       

Ⅶ 特別損失  4,814

 1.固定資産除却損  2,614

 2.その他  2,200

       

税金等調整前四半期純利益  739,811

税金費用  300,989

四半期純利益  438,822
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前当期純利益   739,811

減価償却費  131,020

受取利息及び受取配当金  △11,972

  
売上債権の増減額（△は増加） 

 △269,668

  
たな卸資産の増減額（△は増加） 

 
 △199,967

仕入債務の増減額（△は減少） 
  

 △30,865

その他  △224,264

小計  134,094

利息及び配当金の受取額  21,096

  
法人税等の支払額 

 
 △252,029

営業活動によるキャッシュ・フロー  △96,838

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  △115,891

投資有価証券の取得による支出  △119

貸付けによる支出  △2,000,000

貸付金の回収による収入  2,108,050

投資活動によるキャッシュ・フロー  △7,960

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額  △145,536

財務活動によるキャッシュ・フロー  △145,536

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △207

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  △250,542

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期末残高  279,066
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