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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 6,412 ― 958 ― 970 ― 506 ―

20年12月期第1四半期 8,377 4.9 1,705 6.0 1,676 10.6 765 14.4

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12月期第1四半期 4.44 ―

20年12月期第1四半期 6.60 ―

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12月期第1四半期 62,592 29,101 41.9 230.09
20年12月期 63,770 29,577 41.6 232.94

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  26,198百万円 20年12月期  26,524百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

14,900 ― 1,100 ― 1,100 ― 600 ― 5.27

通期 31,100 △17.1 1,900 △75.0 1,900 △74.6 1,100 △75.6 9.66



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、４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、４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）業績予想に関する事項につきましては、４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。 
（２）業績予想は、現時点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って業績予想とは大きく異なる可能
性があります。 
（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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 118,325,045株 20年12月期  118,325,045株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  4,462,222株 20年12月期  4,458,251株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 113,865,268株 20年12月期第1四半期 115,907,392株
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 当第１四半期におけるわが国経済は、世界経済の急激な悪化の影響により、企業収益、設備投 

 資、個人消費などあらゆる面で縮小傾向にあり、景気の減速が続いております。 

  当社グループの関連業界である鉄鋼産業及び半導体関連産業におきましては、急激な需要減少 

 に対応すべく、大幅な減産を実施しております。 

  このような状況の中、当社グループは、依然として高騰し続けている原材料価格に対応すべく 

 人造黒鉛電極の価格是正を継続するとともに、一層のコストダウンをグループ一丸となって取り 

 組んでまいりました。この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は６４億１千２百万円とな 

 り、営業利益は９億５千８百万円、経常利益は９億７千万円、四半期純利益は５億６百万円とな 

 りました。 

  

 総資産は、６２５億９千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ１１億７千７百万円減少と 

 なりました。流動資産は、急激な販売数量の減少により売上債権が減少し、棚卸資産が増加する 

 こととなり、また、有形固定資産、法人税等並びに配当金などの支払により現金及び現金同等物 

 が大幅に減少し、２８０億７千６百万円と前連結会計年度末に比べ１８億３千９百万円の減少と 

 なりました。固定資産は、投資有価証券の時価下落はありましたが、有形固定資産の増加により 

 ３４５億１千６百万円と前連結会計年度末に比べ６億６千１百万円の増加となりました。 

  負債は、３３４億９千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億２百万円減少しました。 

 流動負債は、短期借入金の増加がありましたが、仕入及び設備投資に係る債務、未払法人税等の 

 減少により、２３６億８千６百万円と前連結会計年度末に比べ３４億７千１百万円の減少となり 

 ました。固定負債は、長期借入金の増加により９８億５百万円と前連結会計年度末に比べ２７億 

 ６千９百万円の増加となりました。 

  純資産は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の減少により２９１億１百万円と前連結 

 会計年度末に比べ４億７千５百万円減少しました。 

 （キャッシュ・フローの状況) 

  現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ１８億１ 

 千２百万円減少し、５９億１千４百万円となりました。なお、各活動におけるキャッシュ・フロ 

 ーの状況は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益９億３千８百万円、減価償 

 却費８億６千６百万円並びに売上債権の減少額１２億９千９百万円はありましたが、法人税等の 

 支払額１５億４千４百万円、たな卸資産の増加額１４億２百万円並びに仕入債務の減少額１９億 

 １千万円により、２０億３千７百万円の支出となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出２８億３千５百万円に 

 より、２９億５千４百万円の支出となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払額（少数株主への配当金の支払額を含む） 

 ４億７千２百万円はありましたが、長期借入金による収入３９億円により、３１億２千７百万円 

 の収入となりました。 

・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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連結業績予想につきましては、昨年後半から急速に悪化した景気の回復の兆しは見られず、当社グ

ループを取り巻く市場動向は引き続き不透明であり、依然として厳しい事業運営が続くと予想されま

す。つきましては、平成21年２月13日に開示いたしました業績予想を、第１四半期の実績と今後の見

通しを加え修正いたします。なお、為替レートにつきましては９０円／米ドルで業績予想を算定して

おります。 

  

該当事項はありません。 
  

① 棚卸資産の評価方法 

   当第１四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、前連結会計  

  年度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。 

② 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。 

③ 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。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用  

  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の適用 

  当第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」（企業会計基準第９号 

 平成18年７月５日）を適用し、評価基準については、総平均法による原価法から総平均法によ 

 る原価法（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、この変更によ 

 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 

  当第１四半期連結会計期間から法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年

 ４月30日 法律第23号）を契機に耐用年数の見直しを行いました。これにより、当社及び国内連

 結子会社の機械及び装置については、従来耐用年数を４～12年としておりましたが、９年に変更

 しております。 

  これにより、当第１四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54百万円減少しております。 

  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。 

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

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

  当第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当 

 面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行 

 っております。なお、これによる影響はありません。  
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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１四半期連結会計期間末
（平成21年3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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,029 7,842

受取手形及び売掛金 6,428 7,740

商品及び製品 9,068 7,924

仕掛品 2,833 2,953

原材料及び貯蔵品 2,523 2,182

その他 1,192 1,273

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 28,076 29,915

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,631 17,497

減価償却累計額 △9,243 △9,115

建物及び構築物（純額） 9,387 8,382

機械及び装置 32,837 29,612

減価償却累計額 △19,947 △19,269

機械及び装置（純額） 12,890 10,342

車両運搬具及び工具器具備品 2,578 2,263

減価償却累計額 △1,591 △1,500

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 986 762

土地 3,946 3,953

建設仮勘定 2,322 5,087

有形固定資産合計 29,533 28,528

無形固定資産 191 198

投資その他の資産   

投資有価証券 3,242 3,575

その他 1,584 1,586

貸倒引当金 △35 △34

投資その他の資産合計 4,791 5,128

固定資産合計 34,516 33,855

資産合計 62,592 63,770
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年3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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,936 6,870

短期借入金 13,626 12,868

未払法人税等 368 1,503

賞与引当金 284 62

役員賞与引当金 23 55

その他 4,446 5,796

流動負債合計 23,686 27,157

固定負債   

長期借入金 5,598 2,735

退職給付引当金 2,283 2,219

役員退職慰労引当金 56 60

環境対策引当金 192 192

その他 1,673 1,828

固定負債合計 9,805 7,036

負債合計 33,491 34,193

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,402 7,402

資本剰余金 7,799 7,799

利益剰余金 11,111 11,174

自己株式 △823 △823

株主資本合計 25,490 25,554

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 786 979

繰延ヘッジ損益 △33 39

為替換算調整勘定 △44 △48

評価・換算差額等合計 708 970

少数株主持分 2,903 3,052

純資産合計 29,101 29,577

負債純資産合計 62,592 63,770
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 6,412

売上原価 4,440

売上総利益 1,972

販売費及び一般管理費 1,014

営業利益 958

営業外収益  

為替差益 72

その他 16

営業外収益合計 88

営業外費用  

支払利息 61

その他 14

営業外費用合計 75

経常利益 970

特別損失  

固定資産売却損 7

固定資産除却損 7

投資有価証券評価損 17

特別損失合計 32

税金等調整前四半期純利益 938

法人税、住民税及び事業税 313

法人税等調整額 88

法人税等合計 401

少数株主利益 30

四半期純利益 506
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 938

減価償却費 866

退職給付引当金の増減額（△は減少） 64

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △2

為替差損益（△は益） △52

支払利息 61

投資有価証券評価損益（△は益） 17

固定資産売却損益（△は益） 7

固定資産除却損 7

売上債権の増減額（△は増加） 1,299

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,402

仕入債務の増減額（△は減少） △1,910

預り金の増減額（△は減少） △128

その他 △197

小計 △435

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △62

法人税等の支払額 △1,544

その他の収入 1

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,037

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,835

無形固定資産の取得による支出 △8

投資有価証券の取得による支出 △1

短期貸付金の増減額（△は増加） △110

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,954

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △10

長期借入れによる収入 3,900

長期借入金の返済による支出 △287

自己株式の純増減額（△は増加） △0

配当金の支払額 △315

少数株主への配当金の支払額 △157

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,127

現金及び現金同等物に係る換算差額 51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,812

現金及び現金同等物の期首残高 7,727

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,914
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

 (1) 炭素製品関連事業：人造黒鉛電極、不浸透黒鉛製品、等方性高純度黒鉛製品、機械用黒鉛製品、汎用 

   炭素繊維及び黒鉛繊維、含樹脂黒鉛繊維製パッキング、可撓性黒鉛シール材、リチウムイオン電池負 

   極材、炭化けい素連続繊維 

 (2) 不動産賃貸事業：ビル、駐車場賃貸 

 (3) その他の事業：産業機械製造、機械修理、スポーツ施設 

３ 追加情報 

  （有形固定資産の耐用年数の変更） 

   当第１四半期連結会計期間から法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 

  法律第23号)を契機に減価償却資産の耐用年数の見直しを行いました。これにより、当社及び国内連結子 

  会社の機械及び装置については、従来耐用年数を４～12年としていましたが、９年に変更しております。 

  これにより、当第１四半期連結累計期間の炭素製品関連事業の営業利益が54百万円減少しております。 

当第１四半期連結会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ アジアに属する主な国は次のとおりであります。 

   韓国、台湾 

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。 

  

該当事項はありません。 

(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】

炭素製品 
関連事業 
(百万円)

不動産
賃貸事業 
(百万円)

その他の
事業 

(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

6,152 113 146 6,412 ― 6,412

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 190 190 190 ―

計 6,152 113 336 6,602 190 6,412

営業利益 916 1 39 958 ― 958

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,966 792 2,758

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 6,412

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

30.7 12.3 43.0

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」
前年同四半期に係る財務諸表等

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

Ⅰ 売上高 8,377

Ⅱ 売上原価 5,481

売上総利益 2,896

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,190

営業利益 1,705

Ⅳ 営業外収益 36

Ⅴ 営業外費用 65

経常利益 1,676

Ⅵ 特別損失  76

税金等調整前四半期純利益 1,599

法人税、住民税及び事業税 562

法人税等調整額 100

少数株主利益 171

四半期純利益 765

（１）（要約）四半期連結損益計算書

金額（百万円）   科    目
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前第１四半期連結累計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

Ⅰ

1. 1,599

2. 637

3. 59

4. △3

5. △49

6. 59

7. 76

8. 964

9. △929

10. 11

11. 266

2,692

12. 3

13. △60

14. 5

15. △1,996

643

Ⅱ

1. △2,560

2. △1

3. △11

△2,574

Ⅲ

1. 1,225

2. △ 400

3. △ 2

4. △ 387

5. △ 170

265

Ⅳ 49

Ⅴ △ 1,614

Ⅵ 6,681

Ⅶ 5,066

（２） （要約）四半期連結キャッシュ･フロー計算書

現金及び現金同等物の期末残高

現金及び現金同等物の期首残高

長期借入金の返済による支出

自己株式の取得による支出（純額）

配当金の支払額

少数株主への配当金の支払額

税金等調整前四半期純利益

営業活動によるキャッシュ・フロー

退職給付引当金の増加額

受取利息及び受取配当金

利息及び配当金の受取額

支払利息

仕入債務の増加額

その他

財務活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

減価償却費

その他

投資有価証券の取得による支出

法人税等の支払額

利息の支払額

法人税等の還付額

現金及び現金同等物の減少額

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

小　　　　計

為替差益

固定資産除却損

たな卸資産の増加額

売上債権の減少額

区分 金額（百万円）
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[事業の種類別セグメント情報]

前第1四半期連結累計期間　（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日） （単位：百万円）

　売上高及び営業損益

　売　上　高
（1） 外部顧客に対する売上高
（2） セグメント間の内部売上高

又は振替高

（注） １．事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。

2．各事業の主要な製品
（1） 人造黒鉛電極、不浸透黒鉛製品、等方性高純度黒鉛製品、機械用黒鉛製品、

汎用炭素繊維及び黒鉛繊維、含樹脂黒鉛繊維製パッキング、可撓性黒鉛シー
ル材、リチウムイオン電池負極材、炭化けい素連続繊維

（2） ビル、駐車場賃貸
（3） 産業機械製造、機械修理、スポーツ施設

[所在地別セグメント情報]

前第1四半期連結累計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）
　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合
　がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

[海外売上高]
前第1四半期連結累計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日） （単位：百万円）

Ⅰ 海外売上高

Ⅱ 連結売上高

Ⅲ

（注） １．地域は、地理的近接度により区分しております。

2．アジアに属する主な国は次のとおりであります。
韓国、台湾

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。

連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

33.2 9.0 42.2

2,778 758 3,537

― ― 8,377

そ の 他 の 事 業 ：

ア ジ ア そ の 他 の 地 域 計

― 1,705

炭 素 製 品 関 連 事 業 ：

不 動 産 賃 貸 事 業 ：

営 業 利 益 又 は
営 業 損 失 （ △ ） 1,694 △14 25

8,377計 8,183 97 352

―8,377

(255)

(255) ―

8,183 97 96

― ― 255 255

不 動 産 そ の 他 の
計

8,377

8,633

1,705

(３)セグメント情報

消 去 又 は
連　　結

関 連 事 業 賃 貸 事 業 事 業 全 社

炭 素 製 品
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