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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 2,307 △36.7 △52 ― △19 ― △6 ―

21年3月期第1四半期 3,642 ― 509 ― 542 ― 299 ―

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 △0.32 ―

21年3月期第1四半期 14.81 ―

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 16,068 13,633 84.8 675.40
21年3月期 16,256 13,520 83.2 669.76

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,633百万円 21年3月期  13,520百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 ― 4.00 8.00

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

3,900 △45.3 △200 ― △170 ― △100 ― △4.95

通期 9,200 △15.9 100 △87.3 150 △82.7 90 △82.1 4.46
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他(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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 20,249,087株 21年3月期  20,249,087株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  63,360株 21年3月期  62,360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 20,185,777株 21年3月期第1四半期 20,195,113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 
 当社グループの当第１四半期連結会計期間における業績は、前年同四半期を大幅に下回りました。 

 セラミック原料部門では、陶磁器業界向け、ガラス業界向けおよびファインセラミックス用原料の売上高

は、何れも前年同四半期に対し大幅な減収となりました。とりわけ、ガラス業界向けでは、前年度前半に大

きく伸びた液晶等フラットパネルディスプレイ用原料の出荷が後半に大きく落ち込み、当四半期においても

引き続き低調に推移しました。また、ファインセラミックス用原料では、比較的堅調な光通信業界向けが伸

びを示したものの、他用途向けが落ち込み前年同四半期の業績には及びませんでした。 

 電子部材部門では、中国を主とする海外家電の需要の拡大により、電子部品業界への出荷額が当四半期に

入り回復に向かい、当部門の業績は最悪期を脱したものと思われます。しかしながら、前年同四半期が好調

であったこともあり、同部門の売上げは前年同四半期比では減収となりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高２３億７百万円（前年同期間比３６．７％減）、

営業損失５千２百万円（前年同期間営業利益 ５億９百万円）、経常損失１千９百万円（前年同期間経常利

益 ５億４千２百万円）、四半期純損失６百万円（前年同期間四半期純利益 ２億９千９百万円）となりま

した。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
（資産） 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べて４．２％減少し、１０３億１千万円となりました。これは、現金
及び預金が３億８百万円、棚卸資産が３億６千７百万円それぞれ減少したことなどによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて４．９％増加し、５７億５千８百万円となりました。これは、投
資有価証券が３億４千万円増加し、機械及び装置が６千２百万円減少したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて１．２％減少し、１６０億６千８百万円となりました。 
（負債） 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて２１．０％減少し、１６億５百万円となりました。これは、買掛
金が２億９千１百万円、設備未払金が２億７千３百万円それぞれ減少したことなどによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて１８．０％増加し、８億２千９百万円となりました。これは、繰
延税金負債が１億３千７百万円増加したことなどによります。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて１１．０％減少し、２４億３千５百万円となりました。 
（純資産） 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて０．８％増加し、１３６億３千３百万円となりました。これは、
主としてその他有価証券評価差額金が２億円増加したことなどによります。 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
 第２四半期以降において、海外経済に依存した我が国経済は、各国の経済政策効果が期待されるものの、

依然として厳しい状況にあるものと思われます。 

 セラミック原料部門では、家電業界の景気の改善によって、フラットパネルディスプレイ用シリカ等のガ

ラス原料およびファインセラミックス用原料の業績が緩やかな回復に向かうものと思われます。 

 電子部材部門では、電子部品業界の在庫調整の進展に伴って、さらなる需要の回復が期待される一方、こ

の回復は一時的なものにとどまり反動もあり得るとの慎重な観測も見られ、業績の大幅な改善を見通すには

いま少し時間が必要と思われます。景気の不透明感が完全に払拭されていない状況下、需要の本格回復に備

え先端材料を中心に積極的な開発活動を行うとともに、生産技術のさらなる改善によって、コストダウン等

を図って参ります。 

 従って、平成２１年５月８日の決算発表時に公表した業績予想は、現時点において変更ありません。 

 
４．その他 
 (1)期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当ございません。 

 なお、当社は平成 21 年４月 1 日に連結子会社であった共立不動産株式会社と九州パーミス株式会

社を吸収合併いたしました。 

 本合併が当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。 

  

 (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. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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おります。 
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2. 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。 

 また、棚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. 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固定資産については、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。 

 

4. 経過勘定項目の算定方法 

 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。 

 

 (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 

  （表示方法の変更） 

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「受取利息及び配当金」と表示しておりまし

たものは、第２四半期連結累計期間以降との比較可能性の観点から、当第１四半期連結累計期間よ

り「受取利息」「受取配当金」と区分掲記することとしております。なお、前第１四半期連結累計

期間の営業外収益の「受取利息」「受取配当金」はそれぞれ 6百万円、17 百万円であります。 
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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：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 2,754 3,063

受取手形及び売掛金 2,585 2,383

有価証券 20 20

商品及び製品 2,068 2,318

仕掛品 394 450

原材料及び貯蔵品 277 338

繰延税金資産 141 126

関係会社短期貸付金 2,000 2,000

その他 68 63

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 10,310 10,764

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 763 780

機械装置及び運搬具（純額） 982 1,043

土地 2,141 2,141

その他（純額） 140 136

有形固定資産合計 4,028 4,102

無形固定資産 7 7

投資その他の資産   

投資有価証券 1,709 1,368

その他 13 15

貸倒引当金 △0 △3

投資その他の資産合計 1,722 1,381

固定資産合計 5,758 5,491

資産合計 16,068 16,256
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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 1,279 1,400

未払法人税等 5 13

未払費用 100 160

その他 219 457

流動負債合計 1,605 2,032

固定負債   

繰延税金負債 193 56

退職給付引当金 506 520

役員退職慰労引当金 129 126

固定負債合計 829 703

負債合計 2,435 2,735

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387 2,387

資本剰余金 1,711 1,711

利益剰余金 8,838 8,925

自己株式 △20 △20

株主資本合計 12,916 13,004

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 716 516

評価・換算差額等合計 716 516

純資産合計 13,633 13,520

負債純資産合計 16,068 16,256
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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）

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 3,642 2,307

売上原価 2,807 2,028

売上総利益 835 278

販売費及び一般管理費 326 331

営業利益又は営業損失（△） 509 △52

営業外収益   

受取利息及び配当金 24 －

受取利息 － 5

受取配当金 － 14

その他 9 13

営業外収益合計 33 33

営業外費用   

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益又は経常損失（△） 542 △19

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 0

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産処分損 7 0

環境対策費 5 －

特別損失合計 12 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

531 △20

法人税、住民税及び事業税 160 1

法人税等調整額 71 △14

法人税等合計 231 △13

四半期純利益又は四半期純損失（△） 299 △6
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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）

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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 531 △20

減価償却費 75 100

固定資産処分損益（△は益） 7 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △2

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13 △13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 3

受取利息及び受取配当金 △24 △19

売上債権の増減額（△は増加） 32 △201

たな卸資産の増減額（△は増加） △68 367

仕入債務の増減額（△は減少） 38 △121

その他 △125 18

小計 455 111

利息及び配当金の受取額 17 14

法人税等の支払額 △399 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 74 119

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 △45 △357

有形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

投資有価証券の売却による収入 0 －

その他 － △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △47 △360

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △71 △72

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △71 △72

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41 △308

現金及び現金同等物の期首残高 2,498 2,683

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,456 2,374
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(4)　継続企業の前提に関する注記

　　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）

　　　該当事項はありません。

(5)　セグメント情報

【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４月１日　至　平成20年６月30日）

セラミック原料
（百万円）

電子部材
（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
2,209 1,433 3,642 － 3,642

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － － － －

2,209 1,433 3,642 － 3,642
160 436 596 (87) 509

(注) 1. 事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。
2. 各事業区分の主要製品等

(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸リチウム等
(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

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（会計基準等の改正
に伴う変更）」に記載の通り、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」を適用しております。また、従来、営業外費用として計上しておりました棚卸資産廃棄損に
ついて、上記の会計基準との整合性を検討した結果、その発生原因に差がないことから、売上原
価として計上する方法に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業費用はセラミック原料事業が2百万円、
電子部材事業が4百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

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）

セラミック原料
（百万円）

電子部材
（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
1,211 1,096 2,307 － 2,307

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － － － －

1,211 1,096 2,307 － 2,307
19 31 51 (103) △ 52

(注) 1. 事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。
2. 各事業区分の主要製品等

(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸リチウム等
(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

【所在地別セグメント情報】

　営業利益

当社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

計

計
　営業利益又は営業損失(△)
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【海外売上高】

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）

東南アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 768 89 858 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 3,642 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(%)

(注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。
2. 各区分に属する地域の内訳は、次の通りであります。

(1)東南アジア･･･ 中国、台湾、韓国、マレーシアほか
(2)その他　　･･･ スリランカ、米国ほか

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。

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）

東南アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 769 5 774 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 2,307 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(%)

(注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。
2. 各区分に属する地域の内訳は、次の通りであります。

(1)東南アジア･･･ 中国、台湾、韓国、マレーシアほか
(2)その他　　･･･ スリランカ、米国ほか

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。

(6)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　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）

　　　該当事項はありません。

33.3 0.2 33.6 

21.1 2.5 23.6 
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