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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 8,001 △22.5 117 △32.8 108 △36.7 62 △37.5

21年3月期第1四半期 10,320 ― 174 ― 171 ― 99 ―

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 6.85 ―

21年3月期第1四半期 10.73 ―

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 11,756 4,674 39.8 515.35
21年3月期 11,525 4,629 40.2 510.46

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,674百万円 21年3月期  4,629百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 8.00 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  有  
※第２四半期連結累計期間のみ修正しております。 

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

16,000 △22.5 220 △36.5 200 △41.2 115 △41.2 12.68

通期 34,000 △6.5 490 △21.1 450 △24.4 250 △22.8 27.56



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（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．平成21年５月11日に公表いたしました第２四半期連結累計期間の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．業績予想は本資料の発表日現在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予想数値と異なる場
合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 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 10,000,000株 21年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  930,336株 21年3月期  930,336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  9,069,664株 21年3月期第1四半期  9,271,264株



  当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、昨年秋以降の世界金融危機並びに世界同時不況に対する主要各国の

緊急経済対策や急激な在庫調整を背景に、 悪期を脱し一部に景気底入れの兆しが見えてまいりました。 

  当グループにおきましては、このような状況のもと、電子材料の一部にやや回復の兆しが見えてきましたが、自

動車、デジタル家電業界などが低迷したため、化成品・合成樹脂・電子材料など全般に亘り厳しい経営環境となり

ました。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ ％減の 百万

円となり、連結営業利益は ％減の 百万円、連結経常利益は ％減の 百万円、連結四半期純利益は

％減の 百万円となりました。 

  当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べ230百

万円増加し、負債合計は、支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ186百万円増加しました。 

  また、純資産合計は、44百万円増加しました。主な増加は四半期純利益62百万円であり、主な減少は剰余金の配

当72百万円であります。  

  今後の見通しにつきましては、わが国経済は、 悪期を脱したとは言え雇用情勢の悪化や世界経済の下振れ懸念

など引き続き内需・外需ともに厳しい状況にあります。 

  このような状況のもと、急激な回復は望めないものの、輸入資材の回復と経費削減策の実効などにより利益面の

改善が見込まれるため、平成21年５月11日公表の第２四半期連結累計期間の業績予想を、前記の通り修正いたしま

した。 

  なお、通期の業績予想は、欧米の景気動向、原油価格の動向、さらには為替の動向など景気や市場環境の見通し

が困難なため、今回は修正せず据え置いております。  

 該当事項はありません。  

  

簡便な会計処理  

 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

を適用しております。 

  

 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を適用しております。 

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

【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

22.5 8,001

32.8 117 36.7 108 37.5

62

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



 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準の変更 

  当第１四半期連結会計期間より、在外子会社等の収益及び費用について、決算日の直物為替相場により円貨

に換算する方法から、期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。 

  この変更は、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を平均化し、会計期間を通じて発生する損益

をより適切に四半期連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。  

（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



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 2,644,555 2,354,485

受取手形及び売掛金 7,685,329 7,499,770

商品 710,394 925,003

その他 135,363 132,192

貸倒引当金 △27,710 △23,834

流動資産合計 11,147,931 10,887,617

固定資産   

有形固定資産 140,099 140,470

無形固定資産 22,164 24,287

投資その他の資産   

その他 515,525 544,332

貸倒引当金 △69,577 △71,260

投資その他の資産合計 445,947 473,071

固定資産合計 608,211 637,829

資産合計 11,756,143 11,525,446

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,089,679 5,793,791

短期借入金 631,297 600,000

未払法人税等 48,397 110,194

引当金 43,618 95,455

その他 137,872 135,004

流動負債合計 6,950,864 6,734,446

固定負債   

引当金 95,695 128,607

その他 35,558 32,675

固定負債合計 131,254 161,283

負債合計 7,082,119 6,895,729

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,471 697,471

利益剰余金 3,377,875 3,361,739

自己株式 △188,324 △188,324

株主資本合計 4,707,022 4,690,886

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,706 26,342

繰延ヘッジ損益 139 828

為替換算調整勘定 △69,845 △88,340

評価・換算差額等合計 △32,998 △61,169

純資産合計 4,674,023 4,629,716

負債純資産合計 11,756,143 11,525,446



（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 10,320,661 8,001,421

売上原価 9,740,880 7,505,585

売上総利益 579,781 495,836

販売費及び一般管理費 404,933 378,283

営業利益 174,848 117,553

営業外収益   

受取利息 1,771 325

受取配当金 3,785 3,959

為替差益 4,891 －

その他 1,023 701

営業外収益合計 11,471 4,986

営業外費用   

支払利息 955 1,501

支払保証料 6,190 7,150

売上割引 4,470 2,744

その他 2,763 2,348

営業外費用合計 14,379 13,745

経常利益 171,940 108,794

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,281 －

特別利益合計 3,281 －

税金等調整前四半期純利益 175,221 108,794

法人税等 75,712 46,646

四半期純利益 99,508 62,147



 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間より、堺商事貿易（上海）有限公司が連結子会社となったため、利益剰余金が26百

万円増加しております。   

（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
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