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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 16,422 △20.4 280 △19.1 261 △23.2 151 △22.7

21年3月期第2四半期 20,642 ― 346 ― 339 ― 195 ―

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 16.67 ―

21年3月期第2四半期 21.11 ―

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 13,062 4,766 36.5 525.59
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2四半期  4,766百万円 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

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 ― 8.00 8.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 34,000 △6.5 560 △9.9 520 △12.6 300 △7.4 33.08



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、３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通期の連結業績予想は、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2四半期 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2四半期  931,002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2四半期  9,069,457株 21年3月期第2四半期  9,270,864株



  当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、世界主要国による経済対策の実効など、新興国をはじめとする海外

経済の回復を背景に、輸出環境が好転するなど回復の兆しが見えてまいりました。 

  このような状況のもと、当グループにおきましても、中国・アジア市場や一部電子材料などに回復の兆しが見え

てまいりました。しかし、依然、前年比マイナス成長が続くなか、円高の影響もあり、化成品・合成樹脂・電子材

料など全般に亘り、前年同期からは厳しい経営環境となりました。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前第２四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２四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

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 百万円増加しまし

た。 

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

配当 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、需要刺激策の息切れや雇用環境の悪化、さらには、欧米の消費停

滞や円高による輸出の下押し圧力など、景気を取り巻く環境は予断を許さぬ状況にあります。 

  このような状況のもと、急激な回復は望めないものの、中国・アジア市場などの回復と販売効率や経費削減の実

効により利益面の改善が見込まれるため、平成21年５月11日の決算短信で発表の通期連結業績予想を、前記の通り

上方修正いたしました。 

 該当事項はありません。  

簡便な会計処理   

 ①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。 

  

 ②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２四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。 

 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 

  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。  

【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

20.4 16,422

19.1 280 23.2 261 22.7

151

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,536

1,399

136 151

72

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：千円）

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 3,256,527 2,354,485

受取手形及び売掛金 8,397,499 7,499,770

商品 683,531 925,003

その他 149,989 132,192

貸倒引当金 △30,134 △23,834

流動資産合計 12,457,412 10,887,617

固定資産   

有形固定資産 138,970 140,470

無形固定資産 19,381 24,287

投資その他の資産   

その他 514,694 544,332

貸倒引当金 △68,290 △71,260

投資その他の資産合計 446,403 473,071

固定資産合計 604,755 637,829

資産合計 13,062,168 11,525,446

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,239,414 5,793,791

短期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 102,716 110,194

引当金 82,743 95,455

その他 136,494 135,004

流動負債合計 8,161,368 6,734,446

固定負債   

引当金 97,388 128,607

その他 36,831 32,675

固定負債合計 134,219 161,283

負債合計 8,295,588 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 3,466,920 3,361,739

自己株式 △188,470 △188,324

株主資本合計 4,795,920 4,690,886

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,949 26,342

繰延ヘッジ損益 △88 828

為替換算調整勘定 △66,202 △88,340

評価・換算差額等合計 △29,340 △61,169

純資産合計 4,766,579 4,629,716

負債純資産合計 13,062,168 11,525,446



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 20,642,929 16,422,597

売上原価 19,485,164 15,393,848

売上総利益 1,157,764 1,028,749

販売費及び一般管理費 811,279 748,272

営業利益 346,485 280,476

営業外収益   

受取利息 4,855 1,072

受取配当金 4,881 5,063

為替差益 7,478 －

その他 1,888 1,513

営業外収益合計 19,103 7,650

営業外費用   

支払利息 2,012 2,996

支払保証料 12,518 14,579

売上割引 8,296 5,904

その他 2,864 3,470

営業外費用合計 25,692 26,950

経常利益 339,896 261,177

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,376 1,573

特別利益合計 1,376 1,573

税金等調整前四半期純利益 341,273 262,751

法人税等 145,580 111,559

四半期純利益 195,693 151,192



 該当事項はありません。 

 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 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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