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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 8,120 △13.5 489 △46.4 558 △42.6 299 △46.7

21年3月期第3四半期 9,388 ― 911 ― 973 ― 561 ―

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3四半期 14.85 ―

21年3月期第3四半期 27.83 ―

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3四半期 17,427 13,847 79.5 686.05
21年3月期 16,256 13,520 83.2 669.76

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  13,847百万円 21年3月期  13,520百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年3月期 ― 4.00 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 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 10,800 △1.2 700 △11.3 770 △11.1 450 △10.6 22.29
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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3四半期 20,249,087株 21年3月期  20,249,087株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  65,325株 21年3月期  62,360株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 20,184,700株 21年3月期第3四半期 20,192,201株

共立マテリアル㈱(1702)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

2



 

 

 
【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 
 当社グループの第３四半期連結累計期間における業績は、世界経済の影響を受けて大幅に悪化した前年後

半を底に、期間を通じて回復基調で推移しましたが、前年同期比では減収、減益となりました。 

 セラミック原料部門では、陶磁器原料の売上げは、積極的な海外拡販にもかかわらず国内向けの不調によ

り前年実績から減少しました。 

 また、ガラス原料の売上げは、液晶等フラットパネルディスプレイ用原料、光学ガラス用原料共に回復傾

向で推移したものの、前年を大幅に下回りました。 

 ファインセラミックス原料の売上げは、海外光通信向けを中心に、前期に引き続き堅調に推移し増収とな

りました。 

 この結果、セラミック原料部門全体の売上高は、４４億４千６百万円となりました。 

 電子部材部門では、海外電子部品メーカー向け売上げが早期に持ち直し、国内向けの回復もあって、売上

高は前年実績を上回る３６億７千３百万円となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高８１億２千万円（前年同期比１３．５％減）、営業

利益４億８千９百万円（前年同期比４６．４％減）、経常利益５億５千８百万円（前年同期比４２．６％

減）、四半期純利益２億９千９百万円（前年同期比４６．７％減）となりました。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
（資産） 
 流動資産は、１１８億２千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１０億６千３百万円増加しました。
これは、現金及び預金が２億８百万円、受取手形及び売掛金が１５億９百万円それぞれ増加し、棚卸資産が
６億４千７百万円減少したことなどによります。 
 固定資産は、５５億９千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億８百万円増加しました。これは、
投資有価証券が２億４千３百万円増加し、機械装置及び運搬具が１億６千万円減少したことなどによります。 
 この結果、総資産は、１７４億２千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１１億７千１百万円増加し
ました。 
（負債） 
 流動負債は、２７億７千万円となり、前連結会計年度末に比べ７億３千７百万円増加しました。これは、
支払手形及び買掛金が９億９千６百万円増加したことなどによります。 
 固定負債は、８億１千万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６百万円増加しました。これは、繰延税
金負債が１億２千９百万円増加し、退職給付引当金が３千５百万円減少したことなどによります。 
 この結果、負債合計は、３５億８千万円となり、前連結会計年度末に比べ８億４千４百万円増加しました。 
（純資産） 
 純資産合計は、１３８億４千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億２千６百万円増加しました。
これは、利益剰余金が１億３千８百万円、その他有価証券評価差額金が１億８千９百万円増加したことなど
によります。 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
 平成２２年１月以降において、当社グループの業績は、国内外経済が政策効果の影響を受ける中、引き続
き緩やかに上昇するものと思われます。 
 セラミック原料部門では、ガラス原料およびファインセラミックス原料が顧客の事業環境の好転により出
荷増となる見込で、業績のさらなる回復が期待されます。 
 電子部材部門では、世界的な需要の持続的改善が追い風になるものの、高水準な円高の顧客業界に対する
影響が強く懸念されます。このような状況下、当部門では先端材料を中心とした積極的な開発に加え、今期
の量的拡大に貢献した製造の合理化を進めさらなる業績の向上に努力を続けて参る所存です。 
 以上の状況から、平成２１年９月１４日に公表した通期の業績予想を上方に修正いたしました。 
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４．その他 
 (1)期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

    該当ございません。 

なお、当社は平成 21 年４月 1 日に連結子会社であった共立不動産株式会社と九州パーミス株式会

社を吸収合併いたしました。 

    本合併が当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

 (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 

1. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用しております。 

 

2. 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関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 棚卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

3. 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固定資産については、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。 

 

4. 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 

 (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 

 

  該当事項はありません。 

共立マテリアル㈱(1702)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

4



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12月31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 3,272 3,063

受取手形及び売掛金 3,892 2,383

有価証券 20 20

商品及び製品 1,900 2,318

仕掛品 302 450

原材料及び貯蔵品 258 338

繰延税金資産 105 126

関係会社短期貸付金 2,000 2,000

その他 77 63

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 11,827 10,764

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 733 780

機械装置及び運搬具（純額） 883 1,043

土地 2,141 2,141

その他（純額） 122 136

有形固定資産合計 3,881 4,102

無形固定資産 6 7

投資その他の資産   

投資有価証券 1,612 1,368

その他 100 15

貸倒引当金 △0 △3

投資その他の資産合計 1,711 1,381

固定資産合計 5,599 5,491

資産合計 17,427 16,256
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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12月31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 2,397 1,400

未払法人税等 31 13

未払費用 114 160

その他 226 457

流動負債合計 2,770 2,032

固定負債   

繰延税金負債 185 56

退職給付引当金 485 520

役員退職慰労引当金 139 126

固定負債合計 810 703

負債合計 3,580 2,735

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387 2,387

資本剰余金 1,711 1,711

利益剰余金 9,063 8,925

自己株式 △21 △20

株主資本合計 13,141 13,004

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 705 516

評価・換算差額等合計 705 516

純資産合計 13,847 13,520

負債純資産合計 17,427 16,256
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,388 8,120

売上原価 7,426 6,605

売上総利益 1,961 1,515

販売費及び一般管理費 1,049 1,025

営業利益 911 489

営業外収益   

受取利息 21 18

受取配当金 34 28

その他 16 23

営業外収益合計 72 70

営業外費用   

為替差損 10 －

その他 0 1

営業外費用合計 10 1

経常利益 973 558

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 0

固定資産売却益 2 35

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 3 35

特別損失   

固定資産処分損 17 3

投資有価証券評価損 － 77

環境対策費 5 －

特別損失合計 23 80

税金等調整前四半期純利益 953 512

法人税、住民税及び事業税 349 182

法人税等調整額 41 29

法人税等合計 391 212

四半期純利益 561 299
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 953 512

減価償却費 249 313

固定資産処分損益（△は益） 15 △31

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △2

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 77

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 △35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 12

受取利息及び受取配当金 △55 △47

売上債権の増減額（△は増加） 788 △1,509

たな卸資産の増減額（△は増加） △509 647

仕入債務の増減額（△は減少） △143 996

その他 △150 20

小計 1,177 954

利息及び配当金の受取額 49 41

法人税等の支払額 △727 △169

営業活動によるキャッシュ・フロー 499 826

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 △400 △1,000

定期預金の払戻による収入 400 700

有形及び無形固定資産の取得による支出 △237 △404

有形固定資産の売却による収入 3 35

投資有価証券の取得による支出 △10 △10

投資有価証券の売却による収入 0 －

保険積立金の積立による支出 － △87

その他 0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △244 △767

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △152 △152

その他 △2 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △155 △152

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 89 △91

現金及び現金同等物の期首残高 2,498 2,683

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,587 2,592
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(4)　継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。

(5)　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

セラミック原料
（百万円）

電子部材
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

　売上高
(1) 外部顧客に対する

売上高
6,026 3,361 9,388 － 9,388

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

6,026 3,361 9,388 － 9,388
405 837 1,242 (330) 911

(注) 1. 事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。
2. 各事業区分の主要製品等

(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸リチウム等
(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

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（会計基準等の改正
に伴う変更）」に記載の通り、第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基
準」を適用しております。また、従来、営業外費用として計上しておりました棚卸資産廃棄損に
ついて、上記の会計基準との整合性を検討した結果、その発生原因に差がないことから、売上原
価として計上する方法に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業費用はセラミック原料事業が5百万円、
電子部材事業が5百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

　当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

セラミック原料
（百万円）

電子部材
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

　売上高
(1) 外部顧客に対する

売上高
4,446 3,673 8,120 － 8,120

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

4,446 3,673 8,120 － 8,120
229 574 804 (314) 489

(注) 1. 事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。
2. 各事業区分の主要製品等

(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸リチウム等
(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

【所在地別セグメント情報】

当社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項は

ありません。

　営業利益
計

計
　営業利益
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【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

東南アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,923 131 2,055 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 9,388 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(%)

(注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。
2. 各区分に属する地域の内訳は、次の通りであります。

(1)東南アジア･･･ 中国、台湾、韓国、マレーシアほか
(2)その他　　･･･ スリランカ、米国ほか

3. 海外売上高は、当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。

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

東南アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,571 56 2,628 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 8,120 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(%)

(注) 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。
2. 各区分に属する地域の内訳は、次の通りであります。

(1)東南アジア･･･ 中国、台湾、韓国、マレーシアほか
(2)その他　　･･･ スリランカ、米国ほか

3. 海外売上高は、当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。

(6)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　該当事項はありません。

31.7 0.7 32.4 

20.5 1.4 21.9 

共立マテリアル㈱(1702)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

10




