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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 3,081 △35.6 128 △67.2 115 △71.1 63 △72.4

21年3月期第1四半期 4,781 ― 391 ― 399 ― 232 ―

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

22年3月期第1四半期 1.52 ―

21年3月期第1四半期 5.52 ―

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

22年3月期第1四半期 21,602 8,345 38.6 198.51
21年3月期 23,355 8,329 35.7 198.13

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,345百万円 21年3月期  8,329百万円

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

21年3月期 ― ― ― 2.50 2.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 2.50 2.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  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

第2四半期 
連結累計期間

7,400 △25.6 290 △67.5 260 △70.7 140 △73.8 3.33

通期 15,400 △22.5 680 △48.1 620 △50.8 330 △39.3 7.85



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） 

(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 

平成21年４月22日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績
は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 42,059,500株 21年3月期  42,059,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  20,470株 21年3月期  20,414株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 42,039,072株 21年3月期第1四半期 42,043,109株



 当第１四半期における当社グループを取りまく日本経済の環境は、昨年度後半から、米国経済の減速と金融危機の

影響を受けて激変して、後退期に突入し、引き続き厳しい状況が続きました。今期は悪化のテンポが緩やかになり、

一部に底入れの兆しが見え出したとはいうものの、本格的な回復に向けた動きは鈍く、失業率の悪化が続く雇用情勢

など不安定要素もなお多い状況にあります。また、需要の急速な落ち込みと資金の調達難に直面した企業は、投資を

抑制し、設備投資も低迷を続けております。 

 こうした環境下にあって、素形材分野では主要な需要分野である半導体業界向け機能材受注は未だ回復の見通しが

立たず、受注は前年同期に比べ65.1％の大幅な減少となり、売上高につきましても50％を超える減収となりました。

エンジニアリング分野に関しましては、低迷が続く市場環境の中、受注は前年同期に比べ15.5％減少したものの、大

型プロジェクトの工事完工により、売上高は前年同期に比べ50.0％増収となりました。 

 その結果、当第１四半期における連結売上高は3,081百万円と前年同期比35.6％の減収となり、固定費削減を中心

とするコスト削減等合理化に努めたものの経常利益では、115百万円と前年同期比71.1％の減益となりました。特別

損益では、固定資産売却益及び固定資産除売却損があったものの、いずれも僅少であり、四半期純利益では、前年同

期を72.4％下回る63百万円となりました。  

     

 総資産は売上債権が減少したことから、前年度末に比べ1,753百万円減少し、21,602百万円となりました。 

 負債は、運転資金の減少に伴う短期借入金及び長期借入金の減少により13,256百万円、純資産は剰余金の配当によ

る減少及び利益剰余金の増加により、8,345百万円となり、自己資本比率は38.6％となりました。  

   

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年４月22日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。  

  

 該当事項はありません。    

  

簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。   

  

 該当事項はありません。 

  

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

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



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６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 265 573

受取手形及び売掛金 6,094 7,643

製品及び仕掛品 2,813 2,622

原材料及び貯蔵品 876 878

その他 252 272

貸倒引当金 △45 △54

流動資産合計 10,256 11,935

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,153 7,153

その他（純額） 3,124 3,239

有形固定資産合計 10,277 10,393

無形固定資産 27 29

投資その他の資産   

その他 1,349 1,306

貸倒引当金 △309 △309

投資その他の資産合計 1,040 997

固定資産合計 11,345 11,420

資産合計 21,602 23,355



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,463 4,608

短期借入金 3,702 3,967

未払法人税等 17 54

賞与引当金 121 205

その他 990 845

流動負債合計 8,295 9,680

固定負債   

長期借入金 1,094 1,439

再評価に係る繰延税金負債 2,820 2,820

退職給付引当金 809 836

役員退職慰労引当金 68 75

PCB処理引当金 67 67

その他 100 107

固定負債合計 4,961 5,346

負債合計 13,256 15,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,102 2,102

利益剰余金 2,186 2,227

自己株式 △3 △3

株主資本合計 4,286 4,327

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59 2

土地再評価差額金 3,998 3,998

評価・換算差額等合計 4,058 4,001

純資産合計 8,345 8,329

負債純資産合計 21,602 23,355



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,781 3,081

売上原価 4,083 2,669

売上総利益 698 412

販売費及び一般管理費 307 283

営業利益 391 128

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 9 5

原材料売却益 17 －

その他 3 1

営業外収益合計 30 7

営業外費用   

支払利息 23 16

その他 0 3

営業外費用合計 23 20

経常利益 399 115

特別利益   

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産除売却損 3 0

特別損失合計 3 0

税金等調整前四半期純利益 395 115

法人税、住民税及び事業税 136 22

法人税等調整額 27 28

法人税等合計 163 51

四半期純利益 232 63



 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 生産、受注及び販売の状況 
  
(1）品種別製品生産実績                      （百万円） 

  （注）１ 金額は製造原価によっております。 

 ２ 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

(2）品種別製品受注状況                                  （百万円） 

  （注）１ 金額は販売価格によっております。 

 ２ 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

(3）品種別販売実績                        （百万円） 

  （注）１ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 ２ 上記金額には消費税等は含んでおりません。 

  

  

  

６．その他の情報

品種別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  1,399    △42.1

エンジニアリング  1,126       15.9

その他  327       △71.3

合計  2,852       △37.0

品種別 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）
受注高  

前年同
四半期比 
(％)  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日）  

受注残高  

前年同
四半期比 
(％)  

素形材  1,285    △65.1  2,926  △27.5

エンジニアリング  1,777    △15.5  2,363  △32.1

その他  334    △71.5  109       △51.3

合計  3,398  △51.2  5,399       △30.3

品種別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  
前年同四半期比(％)

素形材  1,395       △50.6

エンジニアリング  1,357       50.0

その他  329       △68.8

合計  3,081       △35.6

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

JFEスチール(株)  1,017   21.3  267  8.7
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