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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 6,585 △33.8 399 △55.2 360 △59.3 241 △54.9

21年3月期第2四半期 9,940 ― 891 ― 887 ― 535 ―

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2四半期 5.74 ―

21年3月期第2四半期 12.73 ―

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2四半期 20,031 8,515 42.5 202.56
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2四半期  8,515百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
22年3月期 ― 0.00

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  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

通期 13,200 △33.6 680 △48.1 620 △50.8 380 △30.1 9.04



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 

業績予想につきましては、発表日現在の情報に基づき作成したものであり、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。なお、第２四半期累計期間の業績及び今後の見通しを勘案し、平成21年４月22日発表の予想数値を修正いたしました。詳細につきましては、本日公表
いたしました「平成22年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」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2四半期 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2四半期  22,251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2四半期 42,038,430株 21年3月期第2四半期 42,042,687株



 当第２四半期累計期間における当社グループを取りまく日本経済の環境は、米国経済の減速と金融危機の影響によ

り昨年度後半以降大きな落ち込みを見せましたが、当連結会計年度にはいり、持ち直しの動きを示しつつあります。

しかし、売上高など減少幅は縮小しているものの本格的な回復にはほど遠いものがあり、経済活動は依然として低い

水準にあります。 

 設備投資についても、企業に設備の過剰感があることから、抑制傾向が続いており、先行きの設備投資動向を示す

機械受注は低調に推移しております。 

 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は、未だ回復の見通しが立

たず、受注は前年同期比65.0％の大幅な減少となり、売上高につきましても前年同期に比べ、49.5％の減収となりま

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、受注は前年同期比12.1％減少したものの、

大型プロジェクトの工事完工により、売上高は前年同期を23.2％上回る水準となりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間における連結売上高は6,585百万円と前年同期比33.8％の減収となり、固定費削

減等コスト合理化に努めたものの経常利益では、360百万円と前年同期比59.3％の減益となりました。特別損益で

は、従来子会社であった新東北メタル株式会社の株式を一部譲渡（51％）したことに伴う関係会社株式売却益があっ

たものの、四半期純利益では、前年度同期を54.9％下回る241百万円となりました。  

 なお、新東北メタル株式会社は株式一部譲渡に伴い、第２四半期会計期間（平成21年７月１日）より持分法適用の

関係会社となりました。 

  

 総資産は売上債権の大幅な減少及び棚卸資産、有形固定資産の減少により前年度末から3,324百万円減少し、

20,031百万円となりました。 

 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11,516百万円、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8,515百万円となり、総資産の減少もあって自己資本比率は42.5%と前年度末に比

べ6.8%の大幅な増加となりました。 

  

  

 業績予想につきましては、第２四半期累計期間の業績及び今後の見通しを勘案し、平成22年４月22日発表の予想数

値を修正いたしました。詳細につきましては、本日公表いたしました「平成22年３月期第２四半期累計期間業績予想

との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

  

 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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 304 573

受取手形及び売掛金 5,452 7,643

製品及び仕掛品 2,346 2,622

原材料及び貯蔵品 726 878

その他 285 272

貸倒引当金 △39 △54

流動資産合計 9,076 11,935

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,135 7,153

その他（純額） 2,742 3,239

有形固定資産合計 9,877 10,393

無形固定資産 26 29

投資その他の資産   

その他 1,355 1,306

貸倒引当金 △304 △309

投資その他の資産合計 1,051 997

固定資産合計 10,955 11,420

資産合計 20,031 23,355



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,713 4,608

短期借入金 3,277 3,967

未払法人税等 219 54

賞与引当金 187 205

その他 657 845

流動負債合計 7,055 9,680

固定負債   

長期借入金 605 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 817 836

役員退職慰労引当金 63 75

PCB処理引当金 65 67

その他 87 107

固定負債合計 4,460 5,346

負債合計 11,516 15,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,102 2,102

利益剰余金 2,363 2,227

自己株式 △3 △3

株主資本合計 4,463 4,327

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53 2

土地再評価差額金 3,998 3,998

評価・換算差額等合計 4,051 4,001

純資産合計 8,515 8,329

負債純資産合計 20,031 23,355



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,940 6,585

売上原価 8,429 5,643

売上総利益 1,510 942

販売費及び一般管理費 619 542

営業利益 891 399

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 9 5

原材料売却益 30 －

その他 5 3

営業外収益合計 47 10

営業外費用   

支払利息 45 30

持分法による投資損失 － 7

その他 6 10

営業外費用合計 51 48

経常利益 887 360

特別利益   

固定資産売却益 － 0

関係会社株式売却益 － 70

特別利益合計 － 71

特別損失   

固定資産除売却損 10 1

特別損失合計 10 1

税金等調整前四半期純利益 876 430

法人税、住民税及び事業税 346 208

法人税等調整額 △4 △18

法人税等合計 341 189

四半期純利益 535 241



 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２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日）  

前年同四半期比
(％) 

素形材  2,453    △46.8

エンジニアリング  2,312       7.6

その他  680       △67.5

合計  5,446       △38.5

品種別 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日）
受注高  

前年同
四半期比 
(％)  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日）  

受注残高  

前年同
四半期比 
(％)  

素形材  1,908    △65.0  2,230  △31.5

エンジニアリング  3,250    △12.1  2,057  △40.1

その他  689    △66.7  58       △61.5

合計  5,849  △47.9  4,346       △36.5

品種別 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日）  
前年同四半期比(％)

素形材  2,713       △49.5

エンジニアリング  3,136       23.2

その他  735       △63.6

合計  6,585       △33.8

相手先

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日） 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

JFEスチール(株)  1,860   18.7  812  12.3
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