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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 5,475 △5.0 731 △4.2 752 △1.7 412 △7.6

21年3月期第3四半期 5,764 ― 763 ― 765 ― 446 ―

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 86.00 ―

21年3月期第3四半期 93.11 ―

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3四半期 11,020 9,823 89.1 2,047.40
21年3月期 10,947 9,552 87.3 1,990.87

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,823百万円 21年3月期  9,552百万円

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 ― 10.00 ― 20.00 30.00
22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 30.00

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  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 7,400 △5.0 830 2.2 850 4.6 495 5.2 103.16
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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 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11月５日発表の連結業績予想は、修正しておりません。 
２．上記の予想は、当社が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り予想数値と 
  異なる可能性があります。業績予想のご利用に当たっての注意事項については、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 
  的情報をご覧ください。 

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） 22年3月期第3四半期 4,800,000株 21年3月期  4,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,850株 21年3月期  1,848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 4,798,152株 21年3月期第3四半期 4,798,311株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、国内外の在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とした輸出、

生産増などにより緩やかな回復基調にあり、設備投資にも下げ止まりがみられますが、引き続き低迷する企業収益と

雇用・所得環境の悪化により個人消費が停滞するなど依然として厳しい状況が続いております。 

当社グループにおきましても、前期に引き続き販売は、建設・土木工事および電気・自動車部品製造の不振のあお

りを受けました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、5,475百万円（前年同期比5.0％減）となりました。 

   当連結累計期間の各セグメント別の概況は次のとおりであります。 

  化学品事業：温度管理用示温材は引き続き関連業界の稼動率低下の影響を受け売上高は減少しました。一方、滅菌カ

ードおよび滅菌バッグは回復基調となりました。 

        建設資材のトンネル掘削用補助資材は北海道、東北地区工事が堅調であったものの、九州地区の荷動き

が低調で売上高は減少しました。無機系固着材は橋脚補強用、法面工事用等の増加により順調に推移

しました。電設工具類は需要先の大型住宅・工場建設工事等の回復が見られず売上高は減少しまし

た。化工材は前年並みの出荷となりました。 

        この結果、化学品事業の売上高は、4,238百万円（前年同期比8.4％減）となりました。 

  火工品事業：宇宙観測用火工品および防衛用火工品は年間納入計画に沿った出荷で、共に前年を上回りました。 

        この結果、火工品事業の売上高は、695百万円（前年同期比7.4％増）となりました。 

  機器類事業：電設器材の売上高は、ほぼ計画通りではありましたが、前年を割り込みました。海洋機器は切離装置お

よび海底掘削機器関連等の出荷があり売上高は大幅に増加しました。        

 この結果、機器類事業の売上高は、540百万円（前年同期比10.8％増）となりました。 

  前年同期比で売上高が減少する中で、生産性の向上、コストダウン等製造原価の低減に努めました。また販売費およ

び一般管理費は効率的な経費活用を徹底し成果を挙げることができました。以上の結果、当第３四半期連結累計期間の

営業利益は731百万円（前年同期比4.2%減）、経常利益は752百万円（前年同期比1.7%減）、四半期純利益は412百万円

（前年同期比7.6%減）となりました。 

     

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比較して73百万円増加し11,020百万円となりまし

た。 

  これは、預け金が166百万円減少しましたが、売上債権が106百万円増加し、無機系固着材の製造設備の建設等によ

り有形固定資産が66百万円増加したこと等によるものであります。 

 負債は賞与引当金等の減少等により前連結会計年度末より197百万円減少して1,196百万円となりました。 

 純資産は前連結会計年度末より271百万円増加して9,823百万円となりました。 

 これは、四半期純利益により412百万円増加しましたが、配当金の支払いにより143百万円減少したこと等によるも

のであります。 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末より102百万円減少

し239百万円の資金獲得となりました。主な増加項目は税金等調整前四半期純利益757百万円、減価償却費165百万

円、主な減少項目は、賞与引当金の減少113百万円、売上債権の増加106百万円、法人税等の支払額454百万円等によ

るものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末より3,852百万円減少し269百万円の資金支出となりまし

た。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出等によるものであります。なお、前連結会計年度の貸付によ

る支出並びに貸付金の回収による収入は主に親会社が運営していたキャッシュ・プーリング・システムへの余剰資金

の貸付並びに回収等によるもので、キャッシュ・マネジメント・システムに変更となったことにより現金及び現金同

等物としております。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末とほぼ同額の143百万円の資金支出となりました。これ

は配当金の支出によるものであります。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より174百 

万円減少し、4,246百万円となりました。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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   今後の経済動向は全般的には生産・輸出面で回復傾向は続くものとみられるものの、設備投資、雇用情勢の急激な

改善には繋がらず、厳しい状況が続くものと思われます。当社グループにおきましては、お客様の要望に迅速に対応

し、信頼をいただきながら業容の拡大を図って行く年度方針に従って事業運営を進めます。また安全とコンプライア

ンスに万全を期して取組んでまいります。 

   事業展開としましては、今後拡大を目指す示温材・滅菌資材、建設資材、海洋機器事業には、さらに経営資源を投

入して市場の要望に応えてまいります。 

     平成22年３月期の連結業績予想は、「平成22年３月期 第２四半期決算短信」（平成21年11月５日付）において公表

した数値より変更しておりません。   

   

該当事項はありません。 

  

  

①．簡便な会計処理 

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貸倒見積高を算定しております。 

2） 棚卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、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） 法人税等並びに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ましては、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によっております。   

②．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

1） 税金費用の計算  

当第３四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。  

  

  

(会計処理基準に関する事項の変更) 

①工事契約に関する会計基準等の適用 

工事契約に該当する機械装置の請負に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりま

したが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用

し、第１四半期連結会計期間に着手した請負契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成

果の確実性が認められる請負については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の請負

については工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第３四半期連結会計期間においては、該当する請負契約が無かったため、これによる影響はありませ

ん。 

②四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 前連結会計年度の第４四半期連結会計期間より日油㈱グループでキャッシュ・マネージメント・システム（Ｃ

ＭＳ）を導入したことによりＣＭＳ預け金を、資金の範囲に含めており、前第３四半期連結累計期間と当第３四

半期連結累計期間で資金の範囲が異なっております。なお、ＣＭＳ預け金とは、グループ全体での資金運用、調

達を行うため、日油㈱に預託しており、当第３四半期連結会計期間末残高は4,104,514千円であります。  

  

  

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
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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：千円）

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 141,507 149,615

受取手形及び売掛金 2,840,377 2,734,120

商品及び製品 1,143,079 1,031,154

仕掛品 394,638 552,023

原材料及び貯蔵品 633,027 625,179

預け金 4,104,514 4,270,905

繰延税金資産 149,029 149,018

その他 228,672 116,005

貸倒引当金 △8,856 △11,700

流動資産合計 9,625,990 9,616,321

固定資産   

有形固定資産 1,145,275 1,078,375

無形固定資産 13,551 16,481

投資その他の資産   

投資有価証券 115,995 113,242

長期貸付金 4,450 8,050

繰延税金資産 57,451 59,183

その他 67,137 69,867

貸倒引当金 △9,181 △14,170

投資その他の資産合計 235,853 236,172

固定資産合計 1,394,679 1,331,029

資産合計 11,020,669 10,947,350

負債の部   

流動負債   

買掛金 455,774 451,023

賞与引当金 125,495 239,404

未払法人税等 133,887 224,610

その他 264,690 265,708

流動負債合計 979,848 1,180,747

固定負債   

退職給付引当金 122,701 127,267

役員退職慰労引当金 34,669 27,116

その他 59,740 59,740

固定負債合計 217,110 214,123

負債合計 1,196,958 1,394,871
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,478,000 1,478,000

資本剰余金 1,131,520 1,131,520

利益剰余金 7,218,598 6,949,916

自己株式 △2,107 △2,104

株主資本合計 9,826,011 9,557,331

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,300 △4,851

評価・換算差額等合計 △2,300 △4,851

純資産合計 9,823,711 9,552,479

負債純資産合計 11,020,669 10,947,350
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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：千円）

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 5,764,980 5,475,141

売上原価 3,943,481 3,733,719

売上総利益 1,821,498 1,741,421

販売費及び一般管理費 1,057,595 1,009,509

営業利益 763,903 731,912

営業外収益   

受取利息 14,800 10,951

受取配当金 2,692 2,760

為替差益 － 1,056

その他 5,555 5,923

営業外収益合計 23,048 20,691

営業外費用   

為替差損 21,118 －

その他 70 －

営業外費用合計 21,189 －

経常利益 765,762 752,603

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,833

特別利益合計 － 7,833

特別損失   

固定資産除却損 3,163 2,739

特別損失合計 3,163 2,739

税金等調整前四半期純利益 762,599 757,697

法人税等 315,832 328,787

過年度法人税等 － 16,283

四半期純利益 446,767 412,626
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 762,599 757,697

減価償却費 157,935 165,988

賞与引当金の増減額（△は減少） △136,359 △113,909

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50,548 △4,565

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39,952 7,552

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,994 △7,833

受取利息及び受取配当金 △17,493 △13,711

固定資産除却損 3,163 2,739

為替差損益（△は益） 7,516 903

売上債権の増減額（△は増加） △714,350 △106,256

たな卸資産の増減額（△は増加） △360,134 37,612

その他の資産の増減額（△は増加） 33,774 △115,434

仕入債務の増減額（△は減少） 143,560 △809

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,054 4,849

その他の負債の増減額（△は減少） 106,583 59,831

小計 △7,668 674,653

利息及び配当金の受取額 21,633 19,209

法人税等の支払額 △334,610 △454,430

営業活動によるキャッシュ・フロー △320,645 239,432

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △206,368 △274,527

投資有価証券の取得による支出 △121 △89

貸付けによる支出 △1,700,000 －

貸付金の回収による収入 2,003,250 3,600

その他 1,320 1,620

投資活動によるキャッシュ・フロー 98,080 △269,397

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △667 △2

配当金の支払額 △143,503 △143,628

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,171 △143,630

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,516 △903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △374,253 △174,497

現金及び現金同等物の期首残高 647,704 4,420,520

現金及び現金同等物の四半期末残高 273,451 4,246,022
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類・性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

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）及び当第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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

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）及び当第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）  

   海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 該当事項はありません。  

（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
（千円） 

火工品事業
（千円） 

機器類事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,629,516  647,254  488,209  5,764,980  －  5,764,980

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

 計  4,629,516  647,254  488,209  5,764,980  －  5,764,980

営業利益  627,809  97,861  38,233  763,903  －  763,903

  
化学品事業
（千円） 

火工品事業
（千円） 

機器類事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,238,782  695,368  540,990  5,475,141  －  5,475,141

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

 計  4,238,782  695,368  540,990  5,475,141  －  5,475,141

営業利益  648,342  75,259  8,310  731,912  －  731,912

事業区分 主要製品 

化学品 

温度管理用示温材 

医療滅菌用資材 

建設資材 

化工材 

火工品 ロケット用火工品 

機器類 
電設器材 

海洋機器 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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