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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 10,138 △58.4 242 △90.8 278 △89.7 134 △92.1
21年3月期第1四半期 24,352 ― 2,644 ― 2,689 ― 1,692 ―

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 4.63 ―
21年3月期第1四半期 58.41 ―

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 51,897 43,700 84.2 1,508.41
21年3月期 54,147 43,925 81.1 1,516.18

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  43,700百万円 21年3月期  43,925百万円

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  有  
 

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 ― 43.00 ― 15.00 58.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
12.00 ― 14.00 26.00

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  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

23,000 △52.8 900 △82.7 1,000 △81.7 600 △82.4 20.71

通期 49,000 △33.4 2,300 △57.2 2,500 △58.0 1,600 △58.2 55.23
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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、６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 
１．平成21年５月13日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．上記に記載した予想数値は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成しております。業績予想の前提となる条
件等については、５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。 

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 28,985,000株 21年3月期  28,985,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  13,900株 21年3月期  13,900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 28,971,100株 21年3月期第1四半期 28,972,721株
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当第１四半期におけるわが国の経済は、米国発の世界的金融危機に端を発した世界規模での不況により

景気後退が長期化する中、依然厳しい状況が続いておりますが、在庫調整は底打ちをし、一部回復の兆し

が見受けられました。 

 このような状況の下、当第１四半期の連結売上高は、前年同四半期と比べ58.4％減の10,138百万円とな

りました。 

 営業利益、経常利益および四半期純利益につきましては、売上高が大幅減となったことにより、前年同

四半期と比べそれぞれ90.8％減少、89.7％減少、92.1％減少となりました。 

  

  

当第１四半期の石油化学工業界においては、中国にてやや回復の兆しがありましたが、業界全体とし

ては依然として厳しい状況が続きました。一方、医農薬関連業界においては、ジェネリック医薬品の拡

大をにらみ新プラントや研究設備に投資をする等、今後の生産体制の強化を図っています。 

 このような状況の下、当社の化学工業向け触媒は、触媒交換の延期等により販売量が減少しました。

医農薬向け触媒は、比較的堅調に推移いたしました。その結果、当部門全体の売上高は前年同四半期と

比べ49.5％減の1,123百万円となりました。 

当第１四半期の国内自動車生産台数は乗用車、トラック・バスとも大きく落ち込み、前年同四半期と

比べ40.6％減の171万台となりました。これは世界的な不況の影響により大きく落ち込んだ今年1～3月

期の対前年同期49.4％に比べ下げ幅は8.8％の改善となっています。自動車触媒の需要は依然として低

い水準ではありますが、わずかながら回復基調となってきました。 

 このような状況の下、当部門の触媒販売は市場において高シェアを維持したものの乗用車向け、トラ

ック・バス向けとも対前年同期大幅減となりました。また、貴金属の価格下落により製品に含まれる貴

金属の売上高が大幅に減少したこともあり、当部門の売上高は前年同四半期と比べ65.3％減の3,501百

万円となりました。 

  

当第１四半期の電子部品業界は、海外を中心に在庫調整がほぼ一段落したことに加え、中国における

内需刺激策等が薄型テレビ、エアコン等の生産を牽引し、回復基調となってきておりますが、日本の市

場においては回復の力強さを感ずるにはいたっておりません。 

 このような状況の下、当部門の売上高は前年同四半期と比べ47.5％減の4,979百万円となりました。 

  

貴金属の売上高につきましては、販売数量減少および貴金属価格下落の影響により、前年同四半期と

比べ79.0％減の535百万円となりました。 

  
  

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

部門別の概況

① 化学触媒部門

② 自動車触媒部門

③ 表面処理薬品部門

④ 貴金属
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流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,181百万円減少し34,164百万円となりました。これは、

主に、現金及び預金が1,194百万円増加したものの、有償受給単価の下落の影響等で有償受給材が

2,861百万円減少し、未収入金が272百万円減少したことによります。（なお、現金及び預金の増加の

詳細につきましては、四半期連結キャッシュ・フロー計算書をご参照ください。） 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて69百万円減少し、17,733百万円となりました。これは、主

として有形固定資産が111百万円減少したことによります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,076百万円減少し7,764百万円となりました。これは、主

として、未払金が有償受給単価の下落による有償受給材の減少に伴い1,991百万円減少となったこと

によります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて51百万円増加し433百万円となりました。これは、主とし

て退職給付引当金が52百万円増加したことによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて225百万円減少し43,700百万円となりました。これは、

主として配当金の支払により利益剰余金が300百万円減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末

に比べ1,196百万円増加し、18,114百万円となりました。 

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277百万円に加え、有償受給材

の減少2,861百万円や減価償却費554百万円等が計上された一方で、未払債務の減少1,858百万円等に

より2,167百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により574百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払を実施したことにより417百万円の支出とな

りました。 

  
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 連結財政状態の状況

(資産)

(負債)

(純資産)

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

(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)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
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最近の業績動向を踏まえ、平成21年5月13日に公表した業績予想を下記の通り修正いたします。 

記 

(単位：百万円）

平成22年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正(平成21年4月１日～平成21年９月30日） 

 
  

平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正(平成21年4月１日～平成22年３月31日） 

 
  

世界規模の不況を背景として依然厳しい状況が続いている中とはいえ、自動車の国内生産台数は底離れを

し徐々に持ち直しの動きがあり、電子部品業界においても生産調整が終わり回復基調となっております。 

 このような状況の下、上記の通り、平成22年3月期の第２四半期連結累計期間および通期における連結業

績予想を修正いたします。 

売上高について 

・自動車の国内生産台数については当初の想定を上回ることが予想され、それに伴い自動車触媒需要の増加

が予想される。 

・電子部品業界の回復基調を受けて、表面処理薬品需要の増加が予想される。 

営業利益、経常利益、当期純利益について 

・上記の売上高増加に伴い、利益の増加が予想される。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

 

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり四半期

純利益

前回発表予想(A) 20,100 100 100 △100 △3円45銭

今回発表予想(B) 23,000 900 1,000 600 20円71銭

増減額(B-A) 2,900 800 900 700 ―

増減率(%) 14.4 800.0 900.0 ― ―

(ご参考）前期第２四半期実績 

 (平成21年３月期第２四半期）
48,773 5,189 5,454 3,405 117円52銭

 

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

前回発表予想(A) 45,200 1,500 1,600 1,000 34円52銭

今回発表予想(B) 49,000 2,300 2,500 1,600 55円23銭

増減額(B-A) 3,800 800 900 600 ―

増減率(%) 8.4 53.3 56.3 60.0 ―

(ご参考）前期実績 

 (平成21年３月期）
73,550 5,371 5,959 3,827 132円09銭
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年

度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

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。 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額については、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  
  

4. その他

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

(2) 簡便な会計処理およ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

1) たな卸資産の評価方法

2) 固定資産の減価償却費の算定方法

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

1) 税金費用の計算

(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 15,109,979 13,915,600

受取手形及び売掛金 5,885,701 5,908,021

有価証券 3,003,737 3,002,163

たな卸資産 4,477,765 4,593,767

有償受給材 2,567,106 5,427,801

未収入金 2,816,917 3,088,495

その他 303,144 409,657

流動資産合計 34,164,349 36,345,504

固定資産   

有形固定資産 12,390,136 12,501,559

無形固定資産 898,235 931,700

投資その他の資産 4,444,506 4,368,364

固定資産合計 17,732,877 17,801,623

資産合計 51,897,226 54,147,127

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,617,872 2,640,300

未払金 3,743,392 5,734,078

未払法人税等 38,608 83,464

役員賞与引当金 6,786 59,000

その他 1,357,564 1,323,185

流動負債合計 7,764,222 9,840,027

固定負債   

退職給付引当金 346,058 294,540

役員退職慰労引当金 75,098 75,098

その他 11,541 12,055

固定負債合計 432,697 381,693

負債合計 8,196,919 10,221,720

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,423,500 3,423,500

資本剰余金 2,808,274 2,808,274

利益剰余金 37,897,573 38,198,008

自己株式 △33,437 △33,437

株主資本合計 44,095,910 44,396,345

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,481 △17,243

繰延ヘッジ損益 146 △108

為替換算調整勘定 △377,268 △453,587

評価・換算差額等合計 △395,603 △470,938

純資産合計 43,700,307 43,925,407

負債純資産合計 51,897,226 54,147,127
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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：千円）

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 24,351,768 10,138,303

売上原価 20,205,781 8,632,009

売上総利益 4,145,987 1,506,294

販売費及び一般管理費 1,501,512 1,264,086

営業利益 2,644,475 242,208

営業外収益   

受取利息 4,387 11,812

受取配当金 600 2,268

持分法による投資利益 103,293 29,997

雑収入 4,172 11,402

営業外収益合計 112,452 55,479

営業外費用   

支払利息 536 －

メタル借入料 41,501 19,348

為替差損 20,403 286

雑損失 5,576 516

営業外費用合計 68,016 20,150

経常利益 2,688,911 277,537

特別損失   

固定資産除却損 3,074 889

特別損失合計 3,074 889

税金等調整前四半期純利益 2,685,837 276,648

法人税等 993,605 142,516

四半期純利益 1,692,232 134,132
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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）

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 2,685,837 276,648

減価償却費 605,348 553,772

貸倒引当金の増減額（△は減少） △379 －

持分法による投資損益（△は益） △103,293 △29,997

のれん償却額 15,081 15,081

固定資産除却損 3,074 889

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59,531 51,031

受取利息及び受取配当金 △4,987 △14,080

支払利息 536 －

売上債権の増減額（△は増加） 639,223 30,156

未収入金の増減額（△は増加） △677,458 278,077

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,388 117,329

有償受給材の増減額（△は増加） △2,089,201 2,860,695

仕入債務の増減額（△は減少） 399,253 △24,759

未払債務の増減額（△は減少） 2,588,520 △1,857,611

その他 △206,714 33,355

小計 3,802,983 2,290,586

利息及び配当金の受取額 56,842 10,620

利息の支払額 △542 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,740,509 △133,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,118,774 2,167,356

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 △571,893 △512,197

無形固定資産の取得による支出 △124,496 △22,965

その他 △773 △39,093

投資活動によるキャッシュ・フロー △697,162 △574,255

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,362,166 △417,008

その他 △1,247 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,363,413 △417,008

現金及び現金同等物に係る換算差額 29,269 19,860

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,468 1,195,953

現金及び現金同等物の期首残高 9,196,343 16,917,763

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,283,811 18,113,716
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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。 

  

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)および当第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) 

 親会社および連結子会社は、国内外の顧客に対して化学触媒・自動車触媒・表面処理薬品等の製品お

よび商品の製造・販売を中心とした化学品事業のみを行っており、単一セグメントであるため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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)および当第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) 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

(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】

【所在地別セグメント情報】
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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) 

  

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1) 東アジア………韓国、台湾、中国など  

 (2) 東南アジア……タイ、シンガポール、フィリピンなど  

 (3) 北米……………アメリカ  

 (4) その他の地域…イギリス、ドイツ  

  

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) 

  

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1) 東アジア………韓国、台湾、中国など  

 (2) 東南アジア……タイ、シンガポール、フィリピンなど  

 (3) 北米……………アメリカ  

 (4) その他の地域…イギリス 

  

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。 

  

【海外売上高】

東アジア 東南アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,585,224 3,884,583 18,021 4,011 6,491,839

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 24,351,768

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.6 16.0 0.1 0.0 26.7

東アジア 東南アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 992,543 740,397 4,511 2,481 1,739,932

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 10,138,303

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.8 7.3 0.1 0.0 17.2

(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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当第１四半期連結累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は、製造原価額によって表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 貴金属は、各部門の製品中に含まれる貴金属のうち別売りされたものに対応する製造原価額によって表示し

ております。 

  

当第１四半期連結累計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は販売価格によって表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 受注生産をしている事業部門は化学触媒、自動車触媒であり、表面処理薬品は主として見込み生産をしてお

ります。 

  

6. その他の情報

【生産、受注および販売の状況】

(1) 生産実績

事業部門別

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）

金額(千円) 前年同四半期比(％)

化学触媒 665,306 57.9

自動車触媒 2,997,009 36.9

表面処理薬品 3,954,099 50.5

貴金属 506,220 21.9

計 8,122,634 41.8

(2) 受注状況

事業部門別

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）

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円)
前年同四半期比

(％)

化学触媒 1,340,462 76.5 1,260,182 106.6

自動車触媒 3,851,668 35.0 533,939 18.8

計 5,192,130 40.7 1,794,121 44.7
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当第１四半期連結累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 貴金属は、各部門の製品中に含まれる貴金属のうち別売りされたものであります。 

２ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  
  
  

  

(3) 販売実績

事業部門別

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）

金額(千円) 前年同四半期比(％)

化学触媒 1,122,798 50.5

自動車触媒 3,501,598 34.7

表面処理薬品 4,978,840 52.5

貴金属 535,067 21.0

計 10,138,303 41.6

相手先

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

BASF ケムキャット 
（タイランド）リミテッド

3,309,527 13.6 432,718 4.3
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