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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 6,424 ― 225 ― △93 ― △91 ―

20年12月期第2四半期 11,433 14.3 1,480 △10.7 1,486 △12.9 956 △5.9

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12月期第2四半期 △3.59 ―

20年12月期第2四半期 37.44 ―

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12月期第2四半期 21,248 16,647 78.3 651.58
20年12月期 21,449 16,768 78.2 656.20

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  16,647百万円 20年12月期  16,768百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00

21年12月期 ― 5.00

21年12月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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 14,000 △28.7 900 13.2 300 △49.7 200 △55.5 7.83
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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 

・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としており、実際の業績
とは異なる結果となる可能性があります。 
・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。 

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12月期第2四半期 25,675,675株 20年12月期  25,675,675株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  126,489株 20年12月期  122,471株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 25,551,631株 20年12月期第2四半期 25,555,680株
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 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨秋から続いた経済収縮が和らぎ、先行きの回復シナリオに若

干の不安が残りますが、景気の底入れの兆候が見えつつある状況にあります。 

  

 このような状況におきまして、当企業集団の業績内容も、第１四半期と４月以降の第２四半期とでは一変し、 

１～３月の第１四半期を業績の底として、４月以降の業績は急速に回復している状況となりました。 

  

 すなわち、当第２四半期連結累計期間の売上高は、64億2千4百万円。このうち第１四半期（１～３月）の売上高は

26億6千7百万円に対して、第２四半期（４～６月）の売上高は37億5千7百万円と、前四半期比41％の増加となりまし

た。 

 本業の利益を示す営業利益は、2億2千5百万円。このうち第１四半期（１～３月）の営業利益はマイナスで 

▲1億1千6百万円に対して、第２四半期（４～６月）の営業利益はプラスで3億4千1百万円と、大幅な黒字化となって

おります。 

 また、経常損益や四半期純損益についても、千葉工場の減価償却を積極的に進めて、経常損失は9千3百万円、四半

期純損失は9千1百万円となりました。 

  

 （参考資料）                       （単位：百万円） 

  

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

［ヨウ素及び天然ガス事業］ 

 売上高は、主力のヨウ素は、第１四半期（１～３月）の売上高で需要急減があり、24億2千9百万円となりました。

これに対して、４月以降、既存のヨウ素製品の堅調が続くなかで、液晶向け化合物需要の急速な回復により、第２四

半期（４～６月）の売上高は28億9千2百万円（前四半期比19％増）となり、１～６月累計の売上高は53億2千1百万円

となりました。  

 営業利益も、これらの状況を受け、第１四半期（１～３月）の営業利益は2億8千4百万円に対して、第２四半期

（４～６月）の営業利益は5億円（前四半期比76％増）となり、１～６月累計の営業利益は、7億8千4百万円となり 

ました。 

  

［金属化合物事業］ 

 売上高は、第１四半期（１～３月）の需要急減により、2億1千4百万円となりましたが、４月以降需要の回復によ

り、第２四半期（４～６月）の売上高は8億2千5百万円と急回復し、１～６月累計の売上高は、10億3千9百万円とな

りました。  

 営業利益も、これらの状況を受け、第１四半期（１～３月）の営業利益は、３月末の金属相場下落に伴うたな卸資

産の評価損失を2億円計上したことにより、マイナスで▲2億6千5百万円となりましたが、第２四半期（４～６月）の

営業利益は、マイナスで▲1千4百万円と赤字幅を大きく減らしましたものの、１～６月累計の営業利益は、１～３月

に計上したたな卸資産の評価損失を消すことができず、マイナスで▲2億7千9百万円となりました。 

  

［その他事業］ 

 その他事業も、第１四半期（１～３月）の電子関連部材向け化合物等の出荷急減による影響により売上高は 

6千2百万円、営業利益は1千9百万円となりました。 

  

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

  売上高 営業利益 

第１四半期会計期間（１～３月）       2,667       △116

第２四半期会計期間（４～６月）       3,757        341

第２四半期累計期間（１～６月）       6,424        225
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 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して2億円減少の212億4千8百万円となりまし

た。 

 流動資産は、前連結会計年度末と比較して3億5百万円増加の110億1千6百万円となりました。これは、受取手形及

び売掛金が10億9千1百万円減少した一方、短期貸付金が22億9千3百万円増加したことによるものであります。 

 流動負債は、前連結会計年度末と比較して2千8百万円減少の34億9千1百万円となりました。これは、短期借入金が

4億円増加した一方、未払金が2億4千4百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して1億2千万円減少の166億4千7百万円となりました。これは、利益剰余金が 

2億2千4百万円減少したことによるものであります。 

  
 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動におけるキャッシュ・フローの増加は 

31億4千9百万円となりました。これは、減価償却費11億6千4百万円に加えて、売上債権の減少11億4百万円及びたな

卸資産の減少6億1千7百万円によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は12億7千7百万円となりました。これは主に、ヨウ素関連の新規

取得設備投資の増加に伴う有形固定資産の取得による支出12億6千6百万円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は2億4千4百万円となりました。これは主に、配当金の支払 

1億5千3百万円に対して、短期借入れによる収入4億円によるものであります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高より 

21億4千4百万円増加して、48億6千2百万円となりました。 

  

 業績予想につきましては、平成21年４月28日に公表しました、第２四半期（連結・個別）累計期間の予想値との差

異が生じたため、平成21年７月23日に連結及び個別ともに業績予想を修正し、「業績予想の修正に関するお知らせ」

を開示いたしましたのでご参照ください。   

  

 なお、当該業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、需要動向の

変化等多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は種々の要素により現時点での予想と乖離す

る可能性がありますのでご承知おきください。  

  

 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２四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経過勘定項目の算定方法 

 一部の経過勘定項目の算定方法について、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。 

④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 

 法人税等の納付額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しております。

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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り算定しております。  

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

原価差異の繰延処理 

 定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されてお

り、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債として繰り延べております。  

  

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
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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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 

 「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）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法（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）に変更しております。 

 これに伴う損益に与える影響はありません。  

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 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、利益剰余金が24,952千円増加しましたが、当第２四半期連結

累計期間の営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響は軽微であります。 

４．リース取引に関する会計基準の適用 

 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より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。また、リース取引開始日が会計基準適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。 

 これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

 当社の機械装置等の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直し

を行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

 これにより営業利益は134,492千円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ209,728千円

増加しております。 

 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）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
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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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 868,897 1,018,848

受取手形及び売掛金 3,440,754 4,532,513

商品 74,491 105,147

製品 1,482,364 1,862,038

仕掛品 360,850 281,746

原材料及び貯蔵品 440,694 718,750

短期貸付金 3,993,662 1,699,697

その他 356,166 493,118

貸倒引当金 △1,590 △1,302

流動資産合計 11,016,292 10,710,559

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,415,895 2,217,788

機械装置及び運搬具（純額） 4,414,283 5,011,542

土地 1,261,738 1,261,628

建設仮勘定 967,168 1,008,788

その他（純額） 207,522 203,425

有形固定資産合計 9,266,608 9,703,173

無形固定資産   

その他 181,709 165,926

無形固定資産合計 181,709 165,926

投資その他の資産   

繰延税金資産 639,138 724,838

その他 144,860 145,040

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 783,997 869,877

固定資産合計 10,232,315 10,738,977

資産合計 21,248,607 21,449,536
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（単位：千円）

当第２四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 892,639 804,856

短期借入金 1,200,000 800,000

未払金 1,014,638 1,258,755

未払法人税等 24,679 －

賞与引当金 91,000 113,000

役員賞与引当金 2,879 12,000

その他 266,162 531,636

流動負債合計 3,491,999 3,520,248

固定負債   

退職給付引当金 954,000 1,014,063

役員退職慰労引当金 53,371 51,671

その他 101,997 95,452

固定負債合計 1,109,368 1,161,186

負債合計 4,601,368 4,681,435

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,599,819 3,599,819

資本剰余金 3,931,607 3,931,607

利益剰余金 9,742,915 9,967,144

自己株式 △86,922 △85,145

株主資本合計 17,187,419 17,413,426

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,136 1,504

為替換算調整勘定 △543,317 △646,828

評価・換算差額等合計 △540,180 △645,324

純資産合計 16,647,239 16,768,101

負債純資産合計 21,248,607 21,449,536
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,424,536

売上原価 5,584,665

売上総利益 839,871

販売費及び一般管理費 614,283

営業利益 225,587

営業外収益  

受取利息 2,844

受取配当金 540

為替差益 2,350

受取技術料 12,500

法人税等還付加算金 11,317

その他 6,810

営業外収益合計 36,363

営業外費用  

支払利息 4,755

休止固定資産減価償却費 349,992

その他 953

営業外費用合計 355,701

経常損失（△） △93,750

特別利益  

固定資産売却益 130

特別利益合計 130

特別損失  

固定資産除却損 21,306

特別損失合計 21,306

税金等調整前四半期純損失（△） △114,927

法人税、住民税及び事業税 21,713

法人税等調整額 △44,785

法人税等合計 △23,072

四半期純損失（△） △91,855
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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損失（△） △114,927

減価償却費 1,164,186

貸倒引当金の増減額（△は減少） 288

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,902

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,699

受取利息及び受取配当金 △3,385

支払利息 4,755

売上債権の増減額（△は増加） 1,104,296

たな卸資産の増減額（△は増加） 617,618

仕入債務の増減額（△は減少） 201,868

その他 △145,385

小計 2,773,992

利息及び配当金の受取額 3,385

利息の支払額 △4,621

法人税等の支払額 △3,155

法人税等の還付額 380,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,149,824

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 △1,266,297

無形固定資産の取得による支出 △9,562

その他 △1,237

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,277,097

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 400,000

配当金の支払額 △153,319

その他 △1,777

財務活動によるキャッシュ・フロー 244,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 26,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,144,014

現金及び現金同等物の期首残高 2,718,545

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,862,560
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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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）1.事業区分は売上集計区分によっておりますが、天然ガスは、ヨウ素の主原料である地下かん水採取に随伴して生

産されるため同一のセグメントとしております。 

2.各事業の主要な製品 

3.追加情報 

 「定性的情報・財務諸表等」４．その他（追加情報）に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より、法人税法

の改正を契機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。これにより営業利益

がセグメント別にヨウ素及び天然ガス事業で104,882千円減少し、営業損失がセグメント別に金属化合物事業で

29,529千円、消去又は全社で80千円増加しております。 

  

（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〕

  
ヨウ素及び 
天然ガス事業 
（千円） 

金属化合物 
事業 

（千円） 

その他事業 
（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  5,321,846  1,039,855  62,834  6,424,536  －  6,424,536

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  － (－)  －

計  5,321,846  1,039,855  62,834  6,424,536 (－)  6,424,536

営業利益又は 

営業損失（△） 
 784,722  △279,316  19,085  524,491 (298,904)  225,587

事業区分 主要製品 

(1）ヨウ素及び天然ガス事業 ヨウ素、ヨウ素化合物並びに天然ガス 

(2）金属化合物事業 塩化ニッケル、四三酸化コバルト等 

(3）その他事業 有機化合物等 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）1.国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

 地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

北アメリカ・・・・・・・・・米国 

2.追加情報 

 「定性的情報・財務諸表等」４．その他（追加情報）に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より、法人税法

の改正を契機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。これにより営業利益

が日本で134,492千円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）1.国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

 地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

①北アメリカ・・・・・・・・・米国 

②ヨーロッパ・・・・・・・・・イギリス、フランス、ドイツ等 

③その他の地域・・・・・・・・インド、中国等 

2.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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 
（千円） 

北アメリカ 
（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  5,562,706  861,830  6,424,536  －  6,424,536

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  － (－)  －

  計  5,562,706  861,830  6,424,536 (－)  6,424,536

 営業利益  142,239  83,347  225,587  －  225,587

〔海外売上高〕

  北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  861,830  1,014,379  1,009,263  2,885,473

Ⅱ 連結売上高（千円）        6,424,536

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 13.4  15.8  15.7  44.9

（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 

（要約）中間連結損益計算書 

  

科目 

前中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年６月30日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  11,433,726

Ⅱ 売上原価  9,235,498

売上総利益  2,198,227

Ⅲ 販売費及び一般管理費  718,082

営業利益  1,480,145

Ⅳ 営業外収益  40,124

受取利息及び配当金  9,946

その他  30,177

Ⅴ 営業外費用  33,696

その他  33,696

経常利益  1,486,572

Ⅵ 特別利益  5,020

Ⅶ 特別損失  228,673

 減損損失  154,894

 その他  73,779

税金等調整前中間純利益  1,262,919

法人税、住民税及び事業税  668,900

法人税等調整額  △362,907

中間純利益  956,927
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