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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 3,441 29.0 446 ― 387 ― 170 ―

21年12月期第1四半期 2,667 ― △116 ― △279 ― △242 ―

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12月期第1四半期 6.69 ―

21年12月期第1四半期 △9.47 ―

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12月期第1四半期 21,104 16,748 79.4 655.59
21年12月期 21,260 16,682 78.5 652.99

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  16,748百万円 21年12月期  16,682百万円

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12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

6,750 5.1 720 220.0 630 ― 170 ― 6.65

通期 14,000 1.8 1,500 62.7 1,400 424.4 600 322.5 23.49
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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） 

（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。 

(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 

・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としており、実際の業績
とは異なる結果となる可能性があります。 

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12月期第1四半期 25,675,675株 21年12月期  25,675,675株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  128,089株 21年12月期  127,504株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 25,547,928株 21年12月期第1四半期 25,552,754株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の緩やかな増加、政府の景気対策効果などにより一

部で持ち直しの兆しが見られるものの、依然として設備投資や雇用情勢は厳しい状況にあり、本格的な回復には及ば

ない状況が続いております。 

 このような状況におきまして、当社グループの業績内容は、一昨年の金融危機による世界経済の急速な減速以後、

前第１四半期を底として回復し、当第１四半期におきましても堅調に推移しました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は34億４千１百万円（前年同期比29.0％増）、営業利益は４億４千

６百万円（前年同期は営業損失１億１千６百万円）、経常利益は３億８千７百万円（前年同期は経常損失２億７千９

百万円）、四半期純利益は１億７千万円（前年同期は四半期純損失２億４千２百万円）となりました。   
  
 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  [ヨウ素及び天然ガス事業] 

    ヨウ素及び天然ガス事業では、売上高は26億７百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益は５億３千１百万円 

  （前年同期比87.0％増）となりました。 
  
  [金属化合物事業] 

    金属化合物事業では、売上高は８億４百万円（前年同期比275.7％増）、営業利益は４千９百万円（前年同期 

  は営業損失２億６千５百万円）となりました。 
  
  [その他事業] 

   その他事業では、売上高は２千９百万円（前年同期比24.0％増）、営業利益は１千１百万円（前年同期比 

  45.9％増）となりました。 
  
 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  [日本] 

   国内では、売上高は30億３千７百万円（前年同期比37.1％増）、営業利益は３億９千２百万円（前年同期は 

  営業損失１億５千１百万円）となりました。 
  
  [北アメリカ]  

   米国では、売上高は４億４百万円（前年同期比10.5％減）、営業利益は５千３百万円（前年同期比 

  51.6％増）となりました。 
  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して１億５千６百万円減少の211億４百万円と

なりました。 

 流動資産は前連結会計年度末と比較して３千１百万円増加の119億８千６百万円となりました。これは主に、現金

及び預金が１億９千７百万円、短期貸付金が３億４千９百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が５億１千４百万

円減少したことによるものであります。 

 流動負債は前連結会計年度末と比較して９千８百万円減少の33億３千５百万円となりました。これは、未払金が１

億６千１百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末と比較して６千６百万円増加の167億４千８百万円となりました。これは、利益剰余金

が４千３百万円増加したこと等によるものであります。  
  

 当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動におけるキャッシュ・フローの増加は９億７

千１百万円（前年同期は19億８千１百万円の増加）となりました。これは主に、売上債権の減少５億１千５百万円及

び減価償却費３億１百万円の計上等によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は３億６百万円（前年同期は７億６千１百万円の減少）となりま

した。これは主に、ヨウ素及び天然ガス事業の設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出３億２百万円によるも

のであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は１億２千８百万円（前年同期は２億４千６百万円の増加）とな

りました。これは主に、配当金の支払１億２千７百万円によるものであります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高より５億４千６百

万円増加して、59億３千３百万円となりました。 

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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 今後の需要動向、為替及び金属原料国際相場の動向等を注視していく必要があるため、現段階において、平成22年

１月28日に公表しました「平成21年12月期 決算短信」に記載の平成22年12月期の業績予想（平成22年１月１日～平

成22年12月31日）に変更はありません。 

  

 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１四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 経過勘定項目の算定方法 

 一部の経過勘定項目の算定方法について、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 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 

 法人税等の納付額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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り算定しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

原価差異の繰延処理 

 定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されて

おり、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債として繰り延べております。

  

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）が、平成22年３月31日以前に開始

する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることとなったことに伴い、当第１四半期連結会計期間か

ら同会計基準及び同適用指針を適用しております。 

 当社グループでは、ヨウ素の主原料である地下かん水の採取設備について、除去に係る費用を合理的に見積

り、資産除去債務を計上しております。  

 これにより営業利益及び経常利益は361千円減少し、税金等調整前四半期純利益は64,633千円減少しており

ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

  

２．減価償却方法の変更 

 従来、当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く）によっておりましたが、当第１四半期連

結会計期間より定額法に変更いたしました。  

 この変更は主に、今期、新設備の本格稼動に伴い、生産の実態等に合わせ期間損益計算のより適正化を図る

こと、及び在外子会社との会計処理の整合性を図ることを目的に行うものであります。 

 これにより営業利益は109,082千円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は136,577千円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

  

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１四半期連結会計期間末 
(平成22年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,184,251 986,466 

受取手形及び売掛金 3,564,719 4,079,430 

商品及び製品 1,617,005 1,578,272 

仕掛品 296,907 364,353 

原材料及び貯蔵品 358,203 296,583 

短期貸付金 4,749,199 4,400,021 

その他 217,823 251,333 

貸倒引当金 △1,721 △1,744 

流動資産合計 11,986,389 11,954,715 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,346,108 2,306,948 

機械装置及び運搬具（純額） 4,011,332 4,097,042 

土地 1,264,969 1,261,652 

建設仮勘定 556,698 622,607 

その他（純額） 159,704 160,794 

有形固定資産合計 8,338,813 8,449,046 

無形固定資産   

その他 183,499 180,883 

無形固定資産合計 183,499 180,883 

投資その他の資産   

繰延税金資産 446,455 524,836 

その他 149,198 151,013 

貸倒引当金 △2 △2 

投資その他の資産合計 595,652 675,848 

固定資産合計 9,117,965 9,305,778 

資産合計 21,104,355 21,260,493 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 809,254 943,716 

短期借入金 1,200,000 1,200,000 

未払金 740,993 902,649 

未払法人税等 57,518 － 

賞与引当金 178,000 87,500 

役員賞与引当金 1,439 5,759 

その他 348,749 295,264 

流動負債合計 3,335,955 3,434,889 

固定負債   

退職給付引当金 822,103 986,818 

役員退職慰労引当金 11,581 57,973 

資産除去債務 116,935 － 

その他 69,076 98,212 

固定負債合計 1,019,695 1,143,004 

負債合計 4,355,651 4,577,894 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,599,819 3,599,819 

資本剰余金 3,931,607 3,931,607 

利益剰余金 9,912,105 9,869,050 

自己株式 △87,767 △87,473 

株主資本合計 17,355,765 17,313,004 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,674 △4,226 

為替換算調整勘定 △604,386 △626,178 

評価・換算差額等合計 △607,061 △630,404 

純資産合計 16,748,704 16,682,599 

負債純資産合計 21,104,355 21,260,493 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,667,033 3,441,542 

売上原価 2,475,379 2,689,873 

売上総利益 191,654 751,668 

販売費及び一般管理費 307,948 305,587 

営業利益又は営業損失（△） △116,293 446,081 

営業外収益   

受取利息 1,362 2,115 

受取配当金 5 5 

為替差益 7,164 282 

受取技術料 6,250 6,250 

その他 994 9,754 

営業外収益合計 15,776 18,407 

営業外費用   

支払利息 2,249 1,891 

休止固定資産減価償却費等 176,997 73,946 

その他 － 1,420 

営業外費用合計 179,247 77,258 

経常利益又は経常損失（△） △279,764 387,231 

特別利益   

固定資産売却益 130 － 

貸倒引当金戻入額 340 23 

特別利益合計 470 23 

特別損失   

固定資産除却損 7,895 13,276 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 64,633 

特別損失合計 7,895 77,909 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△287,190 309,344 

法人税、住民税及び事業税 9,469 59,434 

法人税等調整額 △54,563 79,114 

法人税等合計 △45,093 138,548 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △242,096 170,795 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△287,190 309,344 

減価償却費 573,626 301,798 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △340 △23 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,344 △161,993 

賞与引当金の増減額（△は減少） 89,000 90,500 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,560 △4,319 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,213 △46,392 

受取利息及び受取配当金 △1,367 △2,120 

支払利息 2,249 1,891 

売上債権の増減額（△は増加） 1,775,325 515,808 

たな卸資産の増減額（△は増加） 207,922 △31,673 

仕入債務の増減額（△は減少） △320,166 △190,572 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 64,633 

その他 △59,682 131,481 

小計 1,982,948 978,364 

利息及び配当金の受取額 1,367 2,120 

利息の支払額 △1,949 △2,015 

法人税等の支払額 △520 △7,172 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,981,845 971,297 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △750,138 △302,176 

無形固定資産の取得による支出 △9,490 △3,940 

その他 △1,804 △482 

投資活動によるキャッシュ・フロー △761,433 △306,598 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 400,000 － 

配当金の支払額 △153,319 △127,740 

その他 △503 △889 

財務活動によるキャッシュ・フロー 246,177 △128,629 

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,594 10,893 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,504,184 546,963 

現金及び現金同等物の期首残高 2,718,545 5,386,487 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,222,729 5,933,450 
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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。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１ 事業区分は売上集計区分によっておりますが、天然ガスは、ヨウ素の主原料である地下かん水採取に随伴し

て生産されるため同一のセグメントとしております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) ヨウ素及び天然ガス事業………ヨウ素、ヨウ素化合物並びに天然ガス 

(2) 金属化合物事業…………………塩化ニッケル、水酸化コバルト等 

(3) その他事業………………………有機化合物等 

３ 会計処理方法の変更 

(1) 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 「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」１．に記載のとおり、当第1

四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。  

  これにより営業利益はセグメント別にヨウ素及び天然ガス事業で361千円減少しております。 

(2) 減価償却方法の変更 

 「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」２．に記載のとおり、従来、

当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く）によっておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より定額法に変更いたしました。  

  これにより営業利益はセグメント別にヨウ素及び天然ガス事業で87,631千円、金属化合物事業で18,589千

円、消去又は全社で2,861千円増加しております。  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ヨウ素及び 

天然ガス事業 
(千円) 

金属化合物 
事業 

(千円) 

その他事業 
(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  2,429,214  214,105  23,713  2,667,033  ─  2,667,033

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 ─  ─  ─  ─ (─)  ─

計  2,429,214  214,105  23,713  2,667,033 (─)  2,667,033

営業利益又は 

営業損失（△） 
 284,176  △265,215  7,922  26,883 (143,177)  △116,293

  
ヨウ素及び 

天然ガス事業 
(千円) 

金属化合物 
事業 

(千円) 

その他事業 
(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  2,607,696  804,450  29,395  3,441,542  ─  3,441,542

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 ─  ─  ─  ─ (─)  ─

計  2,607,696  804,450  29,395  3,441,542 (─)  3,441,542

営業利益  531,423  49,120  11,558  592,102 (146,020)  446,081
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 前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分の方法及び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 

       北アメリカ…………米国 

    ２ 会計処理方法の変更  

     (1) 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 「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」１．に記載のとおり、当第1

四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。  

  これにより営業利益は日本で361千円減少しております。 

     (2) 減価償却方法の変更 

 「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」２．に記載のとおり、従来、

当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く）によっておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より定額法に変更いたしました。  

  これにより営業利益は日本で109,082千円増加しております。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
北アメリカ 
（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  2,215,525  451,508  2,667,033  ─  2,667,033

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 ─  ─  ─ (─)  ─

 計  2,215,525  451,508  2,667,033 (─)  2,667,033

 
営業利益又は 

営業損失（△） 
 △151,905  35,611  △116,293  ─  △116,293

  
日本 

（千円） 
北アメリカ 
（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  3,037,411  404,131  3,441,542  ─  3,441,542

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 ─  ─  ─ (─)  ─

 計  3,037,411  404,131  3,441,542 (─)  3,441,542

 営業利益  392,103  53,978  446,081  ─  446,081
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 前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31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いる。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

①北アメリカ……米国 

②ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ等 

③アジア…………インド、中国等 

２ 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。 

３ 前第１四半期連結累計期間において「その他の地域」と表示しておりました地域は、「アジア」に表示を変

更いたしました。  

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北アメリカ ヨーロッパ アジア 計 

① 海外売上高(千円)  451,508  492,905  488,863  1,433,276

② 連結売上高(千円)                 2,667,033

③ 連結売上高に占める海外売上

高の割合(％) 
 16.9  18.5  18.3  53.7

  北アメリカ ヨーロッパ アジア 計 

① 海外売上高(千円)  404,131  428,578  447,984  1,280,693

② 連結売上高(千円)                 3,441,542

③ 連結売上高に占める海外売上

高の割合(％) 
 11.7  12.5  13.0  37.2

（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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