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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 91,146 ― 389 ― 324 ― 2 ―
20年12月期第3四半期 130,678 6.5 1,512 △1.0 1,242 △11.0 627 △20.6

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3四半期 0.02 ―
20年12月期第3四半期 5.63 ―

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3四半期 59,614 14,250 23.8 127.61
20年12月期 66,527 14,398 21.6 129.25

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  14,214百万円 20年12月期  14,398百万円

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

20年12月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
3.00 3.00

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 120,000 △29.3 870 △51.6 660 △47.2 370 △41.4 3.32

1



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５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他（２）」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５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他（３）」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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきまし
ては、４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」をご覧下さい。 
 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」に伴い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成２０年８月７日内閣府令第５０号）附則第７条第１項第５号た
だし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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3四半期 112,714,687株 20年12月期  112,714,687株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  1,325,697株 20年12月期  1,315,912株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 111,395,019株 20年12月期第3四半期 111,428,221株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気に一部持ち直しの兆しが見えてきたものの、世界経済悪

化の影響は依然として極めて深刻であり、所得や雇用環境に対する不安の高まり等による個人消費の低迷、公共事業

および産業界における不要不急のアイテムに関する受注の低迷等により、全般に厳しい状況の中で推移しました。 

当社グループは、このような厳しい経営環境下においてこそ、いかなる不況にも耐えうる企業体質の再構築を図

る絶好の機会であると捉え、「着実な成長と発展」を標榜した中期経営計画の完遂に向けた施策の実行とあわせ、特

に徹底した経費の効率的使用の推進や棚卸資産の圧縮、仕入先及び販売先との取引条件の見直し、資金調達の見直し

等による財務体質の強化と新規事業分野への進出強化等を実行してまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は911億46百万円、営業利益は3億89百万円、四半期純利益は２百

万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

  

（化学品事業） 

 化学品部門につきましては、化学品関連は、株式会社佐藤商行の子会社化による事業拡大を行ったものの、住宅・

建材・紙及びエレクトロニクス向け原材料が大幅に落ち込み、またハイブリッド省エネ機器は、重油の価格下落によ

り買い控えが続き、減収・減益となりました。 

科学システム関連は、主力の安定同位体製品は堅調に推移したものの、各種研究機関における設備投資予算の大幅

削減の影響を受け、システム機器類や質量分析計の販売が低迷し、減収・減益となりました。 

 肥料農材関連は、世界的な経済環境の悪化による需要減と円高等による肥料原料安を背景に、肥料価格が値下げ傾

向となり、また更なる先安感もあるため、需要家の買い控え等が続き、減収・減益となりました。 

 以上の結果、売上高は180億31百万円、営業利益は２億77百万円となりました。 

  

（合成樹脂事業） 

 合成樹脂部門につきましては、原料関連は、当第３四半期会計期間に入り出荷の回復及び部分的な再値上げが見ら

れたものの、上期の販売価格・数量の下落を補えず、減収・減益となりました。 

 製品関連は、当社子会社の昭光プラスチック製品株式会社と太陽産業株式会社との合併及び昭炭商事株式会社より

化成品事業を譲り受け、製品事業を拡大したものの、全体の製品販売低迷をカバーできずに、減収・減益となりまし

た。 

 以上の結果、売上高は316億66百万円、営業利益は１億27百万円となりました。 

  

（金属事業） 

 金属部門につきましては、軽金属関連は、下期に入り回復傾向にあるものの、主力の軽圧品やアルミ合金が、ＩＴ

及び自動車産業分野の低迷により受注が低調に推移し、またアルミスクラップも合金メーカーの生産減の影響を受

け、減収・減益となりました。 

 無機材料関連は、鉄鋼業界やＩＴ関連産業の低迷等を受け、全商材の需要激減により、減収・減益となりました。 

 以上の結果、売上高は238億85百万円、営業利益は77百万円となりました。 

  

（生活環境事業） 

 生活環境部門につきましては、住宅建材関連は、開発商材であるジャストベース（固定柱脚）の出荷が好調であっ

たものの、他の主力商材の外壁（ラムダ）や土木材等が公共事業削減や不動産業界の不況の影響を受け、減収・減益

となりました。 

 食品関連は、主力のグリシン等の商材が堅調に推移しました。 

 不動産関連は、主力のマンション事業が不動産業界の深刻な不況により低調に推移しましたが、賃貸事業が比較的

堅調に推移し、増収・増益となりました。 

 以上の結果、売上高120億25百万円、営業利益は４億４百万円となりました。 

  

（情報電材その他事業） 

 情報電材その他部門につきましては、エレクトロニクス関連は、主力の携帯電話やデジタル家電向け関連商材が、

世界経済失速の煽りを受けたＩＴ産業の需要低迷、仕入先の業界再編等により、減収・減益となりました。 

 保険関連は、マルチ火災保険の増収等、堅調に推移しました。 

以上の結果、売上高は55億38百万円、営業損失は１億38百万円となりました。 

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

昭光通商㈱（8090）平成21年12月期第３四半期決算短信

3



  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

    当第３四半期連結会計期間末における総資産は、596億14百万円（前期末比10.4％減）となりました。これは

月末休日に起因する決済のずれによる「現金及び預金」及び「関係会社預け金」の減少、在庫圧縮による「商品

及び製品」が減少したことが主因であります。 

    純資産は142億50百万円（前期末比1.0％減）となりました。これは、前期末における株主配当を行ったことが

主因であります。 

    この結果、自己資本比率は2.2ポイント上昇して23.8％になりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

    当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて50億53百万 

  円減少し、22億88百万円となりました。 

   各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

   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、減価償却費に加え、たな卸資産の減少 

  などによる収入はありましたが、売上債権の増加、仕入債務の減少などにより100億39百万円の支出となりま 

  した。 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、預け金の減少、子会社株式の売却などにより26億56百万円の収入と 

  なりました。 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加、コマーシャルペーパーの発行、配当金の支払な 

  どにより22億84百万円の収入となりました。  

  

  

今後の見通しにつきましては、景気に一部持ち直しの兆しが見えてきたとはいえ、世界経済の悪化はいまだ極

めて深刻であり、当社グループにとっても、非常に厳しい環境下での経営が続くものと思われます。 

このような状況の中、2010年を 終年度にした中期経営計画の完遂に向けた施策の実行とあわせ、特に徹底し

た経費の効率的使用の推進や棚卸資産の圧縮等による財務体質の強化と新規事業分野への進出強化等を実行して

いく所存です。 

なお、業績予想値につきましては、2009年７月30日に公表いたしました「第２四半期累計期間、通期の業績予

想及び配当の修正に関するお知らせ」から変更はありません。 

  

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
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  該当事項はありません。 

  

   

棚卸資産の評価方法  

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出につきましては、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出しております。 

  

  

① 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。 

     ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

      当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９

号）を適用しております。 

       これにより営業利益及び経常利益は13百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は198百万円減少しており

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「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 

            当連結会計年度の第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）を適用しております。 

       これにより損益に与える影響はありません。 

    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）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、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。 

     なお、リース取引開始日が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、通常

の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す。 

        これにより、損益に与える影響は軽微であります。 

  

  （追加情報） 

     当社の機械装置の耐用年数については、当第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、損益に与える影響は軽微であります。  

  

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
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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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,208 4,371

関係会社預け金 102 3,001

受取手形及び売掛金 37,579 35,804

商品及び製品 3,209 4,513

販売用不動産 2,813 1,611

仕掛品 16 17

仕掛販売用不動産 414 1,209

原材料及び貯蔵品 219 266

その他 3,686 6,875

貸倒引当金 △301 △438

流動資産合計 49,949 57,232

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,893 1,997

機械装置及び運搬具（純額） 132 164

土地 3,770 3,817

その他（純額） 95 38

有形固定資産合計 5,890 6,018

無形固定資産   

のれん 49 13

その他 195 191

無形固定資産合計 244 204

投資その他の資産   

投資有価証券 2,149 1,820

長期貸付金 185 107

繰延税金資産 131 130

その他 1,302 1,209

貸倒引当金 △239 △197

投資その他の資産合計 3,529 3,071

固定資産合計 9,665 9,294

資産合計 59,614 66,527
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（単位：百万円）

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,865 38,723

短期借入金 7,136 3,870

未払法人税等 145 247

賞与引当金 343 160

その他 2,042 2,182

流動負債合計 38,532 45,183

固定負債   

社債 3,000 3,000

退職給付引当金 915 981

負ののれん 3 10

その他 2,911 2,953

固定負債合計 6,830 6,945

負債合計 45,363 52,129

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,021 8,021

資本剰余金 0 0

利益剰余金 6,413 6,679

自己株式 △217 △216

株主資本合計 14,218 14,485

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 477 410

繰延ヘッジ損益 9 △0

土地再評価差額金 △489 △489

為替換算調整勘定 △1 △8

評価・換算差額等合計 △3 △87

少数株主持分 35 －

純資産合計 14,250 14,398

負債純資産合計 59,614 66,527
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 91,146

売上原価 85,739

売上総利益 5,406

販売費及び一般管理費 5,016

営業利益 389

営業外収益  

受取利息 31

受取配当金 48

雑収入 66

その他 10

営業外収益合計 156

営業外費用  

支払利息 150

雑損失 71

営業外費用合計 222

経常利益 324

特別利益  

貸倒引当金戻入額 160

その他 10

特別利益合計 170

特別損失  

子会社株式売却損 118

たな卸資産評価損 184

その他 20

特別損失合計 323

税金等調整前四半期純利益 171

法人税、住民税及び事業税 280

法人税等調整額 △114

法人税等合計 166

少数株主利益 2

四半期純利益 2
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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 171

減価償却費 174

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41

貸倒引当金の増減額（△は減少） △149

受取利息及び受取配当金 △80

支払利息 150

子会社株式売却損益（△は益） 118

売上債権の増減額（△は増加） △760

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,462

仕入債務の増減額（△は減少） △11,039

未払費用の増減額（△は減少） 16

前受金の増減額（△は減少） △87

預り金の増減額（△は減少） △615

その他 45

小計 △9,635

利息及び配当金の受取額 79

利息の支払額 △157

法人税等の支払額 △326

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,039

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △15

定期預金の払戻による収入 19

預け金の増減額（△は増加） 2,925

有形固定資産の取得による支出 △121

投資有価証券の取得による支出 △40

関係会社株式の取得による支出 △23

出資金の払込による支出 △33

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

49

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

31

営業譲受による支出 △77

貸付けによる支出 △100

貸付金の回収による収入 26

その他 15

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,656
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,808

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 700

配当金の支払額 △223

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,099

現金及び現金同等物の期首残高 7,338

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 15

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

31

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,288
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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）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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年 1月 1日 至 平成21年 9月30日) 

 （注）１ 事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、商品の種類、販売市場の類似性を考慮して行っております。 

２ 各事業区分の主要商品 

    ３ 会計処理の方法の変更 

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

       「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が化学品事業で10百万円減少、合成樹脂事業で40百万

円増加、生活環境事業で41百万円増加、金属事業で87百万円減少、情報電材その他事業で3百万円増加し

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〕

  
化学品 
事業 

合成樹脂 
事業 

金属事業
生活環境
事業 

情報電材
その他事業

計
消去又は 
全社 

連結

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高                                                

(1) 外部顧客に対 

する売上高 
 18,031  31,666  23,885  12,025  5,538  91,146  －  91,146

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 19  12  0  18  134  185 (185)  －

計  18,050  31,679  23,885  12,043  5,672  91,331 (185)  91,146

営業利益又は 

営業損失（△） 
 277     127  77  404     △138  747 (357)  389

事業区分 主要商品

化学品 有機・無機化学品、石油製品、肥料、精密機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、機械、保険、総合人材ビジネス等 
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当第３四半期連結累計期間における全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％超のため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９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 

アジア・・・中国、韓国、台湾 

その他・・・アメリカ、ドイツ、アイルランド  

２ 海外売上高は、親会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〕

〔海外売上高〕

  アジア その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,423  53  9,476

Ⅱ 連結売上高（百万円）     91,146

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
    10.3     0.1     10.4 

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  130,678

Ⅱ 売上原価  123,641

売上総利益  7,037

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,524

営業利益  1,512

Ⅳ 営業外収益  153

  受取利息  47

  雑収入  38

  その他  66

Ⅴ 営業外費用  423

  支払利息  165

  為替差損  123

  雑損失  133

経常利益  1,242

Ⅵ 特別利益  128

  貸倒引当金戻入額  102

  その他  25

Ⅶ 特別損失  91

  投資有価証券評価損  41

  その他  50

税金等調整前四半期純利益  1,278

法人税、住民税及び事業税  670

法人税等調整額    △19

四半期純利益  627
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前四半期連結会計期間(自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 9月30日) 

  （注）１ 事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、商品の種類、販売市場の類似性を考慮して行っております。 

２ 各事業区分の主要商品 

  

  

前第３四半期連結会計期間における全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％超のため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

前第３四半期連結会計期間の海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しておりま

す。 

  

  

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
化学品 
事業 

合成樹脂 
事業 

金属事業
生活環境
事業 

情報電材
その他事業

計
消去又は 
全社 

連結

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

Ⅰ 売上高及び 

営業損益 
                                               

売上高                                                

(1) 外部顧客に対 

する売上高 
 21,041  46,297  42,344  13,642  7,353  130,678  －  130,678

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 29  22  －  12  122  187 (187)  －

計  21,071  46,319  42,344  13,655  7,475  130,865 (187)  130,678

営業費用  20,605  45,683  41,577  13,441  7,417  128,726  439  129,166

営業利益  465  635  766  213  58  2,139 (627)  1,512

事業区分 主要商品

化学品 有機・無機化学品、石油製品、肥料、精密機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、機械、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、保険、総合人材ビジネス等 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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