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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 5,544 ― 107 ― 49 ― △65 ―
20年3月期第3四半期 5,331 1.8 147 72.0 123 290.4 15 ―

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 △6.18 ―
20年3月期第3四半期 1.50 ―

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 8,997 1,684 19.8 170.77
20年3月期 8,970 2,070 24.3 204.91

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,784百万円 20年3月期  2,175百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

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 7,000 0.9 150 △12.3 90 △34.8 △60 ― ―

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 
１．業績予想は、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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。 
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。  

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  11,979,000株 20年3月期  11,979,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,528,999株 20年3月期  1,362,586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  10,542,385株 20年3月期第3四半期  10,554,204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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、上半期における資源価格の高騰に加え、米国のサブプライ

　ムローン問題に端を発した世界的な金融危機が実体経済に波及し、企業収益や設備投資が急減するなど景気の悪

　化が鮮明となりました。

　　当業界におきましても、原油価格の高騰及び輸出企業を中心とした一部需要家の生産調整に伴う受注減などの

　影響により、引き続き厳しい状況が続いております。

　　このような経営環境の中、当社グループ（当社及び連結子会社）におきましては、売上目標達成のため、珪藻

　土・パーライト製品の拡販を行い、甘味料業界向け濾過助剤、乾式工法建材向けパーライト及びプール向け塩素

　が順調に推移しました。一方で、ごみ焼却場向け珪藻土、各種飲料向け珪藻土及び浄化槽向け塩素剤が、前年同

　期の水準を下回りました。

　　その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は55億44百万円（前年同期比4.0％増）となりました。

　　損益に関しましては、原油価格の高騰に対応すべく製品価格の改定を行なったものの、同業他社との競合並び　

　に市場の冷え込みによる生産数量の低下を受け、営業利益は１億７百万円（同26.9％減）、経常利益は49百万円　

　（同60.2％減）に留まりました。また、投資有価証券評価損79百万円、貸倒引当金繰入額19百万円等を特別損失

　として計上した結果、四半期純損失が65百万円（前年同期は四半期純利益15百万円）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　第3四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して26百万円増加し、8,997百万円となりました。

　主な要因は、受取手形及び売掛金の増加399百万円に対し、投資有価証券の減少298百万円、現金及び預金の減少

　49百万円などがあったことによります。

　　負債は、前連結会計年度末と比較して413百万円増加し、7,313百万円となりました。主な要因は、短期借入金

　の増加662百万円に対し、社債の償還による減少151百万円、支払手形及び買掛金の減少82百万円などがあったこ

　とによります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　急激な景気の減速により、飲料、化学業界向け濾過助剤及び建材・充填剤用製品が、第４四半期において需要の

  減少が見込まれます。また、平成21年1月16日に公表しました「投資有価証券評価損に関するお知らせ」の通り特

　別損失として投資有価証券評価損を79百万円計上すること、及び平成21年1月26日に公表しました「営業外費用の

　計上に関するお知らせ」の通り営業外費用として貸倒引当金繰入額を24百万円計上することとなりました。

　　このような状況により、通期の業績が前回公表しました予想を下回る見込みとなりました。

　　詳細につきましては、本日別途公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 

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　

　　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。

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理　

　　該当事項はありません。

（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．会計処理基準等の改正に伴う変更

　　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。
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　　②　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　　  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、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、経常利益がそれぞれ4,966千円減少し、税金等調整前

　　　四半期純損失が4,966千円増加しております。

　

　　２．１以外の変更

　　①　リース取引に係る会計基準の適用

　　　　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、適用初年度開始前のリース取引で本会計基準に基づき所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定

　　　されたものについては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　　　これによる当第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損失に与える影響はあ

　　　りません。

　　　

　　３．追加情報

　　　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　　　　当社は平成20年4月30日に交付された減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令（財務

　　　省令第32号）において、法人の所有する「機械装置に関する法定耐用年数」が改正されたことを契機として

　　　見直しを行い、当該資産の耐用年数を変更しております。

　　　　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ12,745千円減少し、税金等調整前

　　　四半期純損失が12,745千円増加しております。　
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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 1,145,180 1,194,767

受取手形及び売掛金 2,571,338 2,172,152

商品 33,893 26,886

製品 282,369 238,145

原材料 124,414 101,348

仕掛品 240,834 231,427

繰延税金資産 14,544 39,187

その他 115,640 78,983

貸倒引当金 △5,886 △3,318

流動資産合計 4,522,329 4,079,580

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,017,941 1,033,882

機械装置及び運搬具（純額） 505,034 535,533

土地及び原料用地（純額） 843,081 852,972

その他（純額） 65,585 44,118

有形固定資産合計 2,431,642 2,466,506

無形固定資産   

のれん 87,080 111,158

その他 22,145 27,465

無形固定資産合計 109,225 138,623

投資その他の資産   

投資有価証券 943,422 1,242,214

長期貸付金 122,206 143,665

繰延税金資産 308,065 251,365

その他 678,474 721,722

貸倒引当金 △118,120 △72,991

投資その他の資産合計 1,934,047 2,285,977

固定資産合計 4,474,915 4,891,106

資産合計 8,997,244 8,970,686
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 745,772 828,389

短期借入金 3,452,520 2,789,720

1年内償還予定の社債 486,000 406,000

未払法人税等 2,707 71,245

賞与引当金 19,736 42,751

繰延税金負債 － 122

その他 275,416 316,678

流動負債合計 4,982,151 4,454,905

固定負債   

社債 1,010,000 1,161,000

長期借入金 259,120 233,150

退職給付引当金 669,150 655,049

役員退職慰労引当金 380,007 378,576

繰延税金負債 12,670 17,392

固定負債合計 2,330,947 2,445,168

負債合計 7,313,099 6,900,074

純資産の部   

株主資本   

資本金 598,950 598,950

資本剰余金 621,930 621,620

利益剰余金 1,252,981 1,369,553

自己株式 △461,157 △410,940

株主資本合計 2,012,704 2,179,182

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △228,155 △3,764

評価・換算差額等合計 △228,155 △3,764

少数株主持分 △100,404 △104,805

純資産合計 1,684,145 2,070,612

負債純資産合計 8,997,244 8,970,686
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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 5,544,390

売上原価 3,805,304

売上総利益 1,739,086

販売費及び一般管理費 1,631,193

営業利益 107,893

営業外収益  

受取利息及び配当金 22,267

その他 50,253

営業外収益合計 72,520

営業外費用  

支払利息 76,390

その他 54,978

営業外費用合計 131,369

経常利益 49,044

特別利益  

受取保険金 7,613

特別利益合計 7,613

特別損失  

投資有価証券評価損 79,434

貸倒引当金繰入額 19,999

その他 5,163

特別損失合計 104,596

税金等調整前四半期純損失（△） △47,937

法人税、住民税及び事業税 16,605

法人税等調整額 △4,722

法人税等合計 11,883

少数株主利益 5,300

四半期純損失（△） △65,121
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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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

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（千円）

Ⅰ　売上高 5,331,870

Ⅱ　売上原価 3,583,045

売上総利益 1,748,825

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,601,309

営業利益 147,515

Ⅳ　営業外収益 74,302

Ⅴ　営業外費用 98,582

　経常利益 123,235

Ⅵ　特別利益 53,867

Ⅶ　特別損失 78,604

　税金等調整前四半期純利益 98,498

　法人税、住民税及び事業税 85,880

　法人税等調整額 △4,687

　少数株主利益 1,527

　四半期純利益 15,779
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