
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

(2）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

(注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

(注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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(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 ％ 

23年３月期第１四半期  18,805  43.4  433  25.8  448  30.2  271  44.4

22年３月期第１四半期  13,113  △24.2  344  △11.1  344  △21.8  188  △23.6

  
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 

23年３月期第１四半期  25  91  －      

22年３月期第１四半期  17  95  －      

  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 

23年３月期第１四半期  36,097  9,173  24.3  835  33

22年３月期  33,380  8,866  25.4  806  94

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 8,764百万円 22年３月期 8,466百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        12 00 －      14 00  26  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  12 00 －      14 00  26  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  35,000  20.3  780  △8.3  760  △9.0  410  △12.6  39  08

通期  76,000  15.3  2,010  8.0  1,950  6.4  1,070  4.8  101  98



４．その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。） 

(1）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       ―社 （社名）                        、除外       ―社  （社名） 

(注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

(2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

(注）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の有無となります。 

  

(3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

(注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。  

  

※  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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 10,500,000株 22年３月期 10,500,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 8,084株 22年３月期 8,084株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 10,491,916株 22年３月期１Ｑ 10,491,916株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………………………………………  2

(1）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 …………………………………………………………………………………………………………  3

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………  4

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  8

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9



(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出関連企業を中心に景気回復への明るい兆しも見られまし

たが、ギリシャの財政危機に端を発した欧州金融市場の混乱から、円高・株安の傾向が続き、景気の先行きには不

透明感を残すこととなりました。 

 このような状況の中、当社の主要な報告セグメントの「ケミカル」セグメントでは、アジア市場、特に中国での

販売が増加し、連結業績を大きくけん引いたしました。一方、国内市場では、化学品全般の販売は、平成21年３月

期のリーマン・ショック以前と比較しても、未だ本格的な回復には至っておりませんが、電子部品・電子材料販売

は堅調に推移いたしました。「情報機器」及び「機械設備」セグメントでは、顧客の設備投資が低調であることか

ら、依然として厳しい受注状況が続きました。 

 これらの結果、当四半期の売上高は188億５百万円（前年同四半期比43.4％増）、営業利益は４億３千３百万円

（同25.8％増）、経常利益は４億４千８百万円（同30.2％増）、四半期純利益は２億７千１百万円（同44.4％増）

となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（ケミカル） 

当四半期の売上高は173億２千７百万円、セグメント利益は５億９百万円となりました。 

中国では金属資源・生活関連及びバイオ関連資材等の販売が、タイでは電気機器や自動車関連の資材・部品の販

売がそれぞれ好調に推移いたしました。 

（情報機器） 

当四半期の売上高は８億４千万円、セグメント利益は１億５百万円となりました。 

情報化投資が抑制されている厳しい状況の中、当社独自開発の物流システム販売は堅調に推移いたしましたが、

一般企業向け受託開発ビジネスは、低調な四半期の滑り出しとなりました。 

（機械設備） 

当四半期の売上高は３億１千９百万円、セグメント損失は１千４百万円となりました。 

福井・北陸地区の主力顧客の設備投資の停滞により受注活動も厳しさを増し、採算性の確保が困難な状況から営

業損失に至りました。 

（その他） 

当四半期の売上高は３億１千８百万円、セグメント利益は１百万円となりました。 

移動体通信機器・ダストコントロール商品の販売及びリース・保険サービス等の事業では、個人消費の低迷もあ

り、厳しい販売状況が続きましたが、一定の利益を確保いたしました。  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ27億１千６百万円増加し、360億９千

７百万円となりました。流動資産は、中国子会社の業績拡大及び当四半期６月の国内販売の回復などもあり、受

取手形及び売掛金等の増加に伴い28億８千万円増加しました。固定資産は、投資有価証券の評価替えなどにより

１億６千４百万円減少しました。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ24億９百万円増加し、269億２千３百万

円となりました。流動負債は、短期借入金の増加などにより25億９千８百万円増加しました。固定負債は、長期

借入金の減少などにより１億８千８百万円減少しました。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ３億６百万円増加し、91億７千３百万

円となりました。利益剰余金が１億２千５百万円、為替換算調整勘定が２億６千３百万円それぞれ増加し、投資

有価証券の評価替えによりその他有価証券評価差額金が８千８百万円減少しました。自己資本比率は、前連結会

計年度末に比べ1.1ポイント減少し24.3％となりました。 

１．当四半期の連結業績等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 

 平成22年５月17日に公表いたしました「平成23年３月期の連結業績予想」から修正は行っておりません。 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法）  

当第１四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、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定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 

 該当事項はありません。  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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。 

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
 (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６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,499,955 2,656,141

受取手形及び売掛金 19,913,466 18,268,909

商品及び製品 2,873,988 2,651,140

仕掛品 96,239 45,701

原材料及び貯蔵品 92,468 89,653

繰延税金資産 167,053 229,270

その他 2,489,559 1,310,906

貸倒引当金 △14,412 △14,155

流動資産合計 28,118,318 25,237,569

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,134,111 2,152,066

機械装置及び運搬具（純額） 424,158 411,979

土地 1,747,435 1,744,788

リース資産（純額） 34,929 38,849

建設仮勘定 － 8,750

その他（純額） 101,438 100,535

有形固定資産合計 4,442,073 4,456,969

無形固定資産   

のれん 129,081 135,877

リース資産 3,001 4,069

その他 163,656 182,768

無形固定資産合計 295,740 322,715

投資その他の資産   

投資有価証券 2,964,499 3,108,033

繰延税金資産 50,736 51,167

その他 316,412 294,787

貸倒引当金 △90,653 △90,446

投資その他の資産合計 3,240,994 3,363,542

固定資産合計 7,978,807 8,143,227

資産合計 36,097,126 33,380,796



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,087,851 10,759,625

短期借入金 11,116,996 9,020,604

1年内返済予定の長期借入金 478,787 489,000

リース債務 17,624 20,169

未払法人税等 100,979 430,600

賞与引当金 194,075 273,882

その他 1,680,492 1,084,525

流動負債合計 24,676,806 22,078,408

固定負債   

長期借入金 1,497,200 1,616,000

リース債務 21,217 23,932

繰延税金負債 502,809 557,071

再評価に係る繰延税金負債 78,437 78,437

退職給付引当金 24,284 23,147

役員退職慰労引当金 117,122 130,593

負ののれん 6,038 6,587

固定負債合計 2,247,108 2,435,770

負債合計 26,923,915 24,514,179

純資産の部   

株主資本   

資本金 799,320 799,320

資本剰余金 1,023,620 1,023,620

利益剰余金 6,121,972 5,996,970

自己株式 △1,737 △1,737

株主資本合計 7,943,175 7,818,173

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 791,543 880,181

繰延ヘッジ損益 △931 998

土地再評価差額金 115,714 115,714

為替換算調整勘定 △85,241 △348,748

評価・換算差額等合計 821,086 648,146

少数株主持分 408,949 400,297

純資産合計 9,173,210 8,866,616

負債純資産合計 36,097,126 33,380,796



 (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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 13,113,203 18,805,947

売上原価 11,838,279 17,257,429

売上総利益 1,274,923 1,548,518

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 322,243 344,916

賞与引当金繰入額 77,533 113,258

その他 530,277 656,621

販売費及び一般管理費合計 930,055 1,114,797

営業利益 344,867 433,721

営業外収益   

受取利息 1,671 1,026

受取配当金 15,404 40,817

持分法による投資利益 1,271 3,212

その他 19,063 30,141

営業外収益合計 37,411 75,197

営業外費用   

支払利息 27,376 35,378

為替差損 － 17,736

その他 10,093 6,975

営業外費用合計 37,470 60,090

経常利益 344,808 448,828

特別利益   

固定資産売却益 94 790

貸倒引当金戻入額 1,787 －

特別利益合計 1,881 790

特別損失   

固定資産処分損 55 10

特別損失合計 55 10

税金等調整前四半期純利益 346,635 449,607

法人税、住民税及び事業税 102,913 93,744

法人税等調整額 58,548 70,353

法人税等合計 161,462 164,097

少数株主損益調整前四半期純利益 － 285,510

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,162 13,622

四半期純利益 188,335 271,888



 (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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 346,635 449,607

減価償却費 90,714 86,912

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,984 △210

賞与引当金の増減額（△は減少） △104,644 △80,388

退職給付引当金の増減額（△は減少） 974 1,117

受取利息及び受取配当金 △17,075 △41,843

支払利息 27,376 35,378

持分法による投資損益（△は益） △1,271 △3,212

有形固定資産除売却損益（△は益） △38 △779

売上債権の増減額（△は増加） 892,307 △1,112,865

たな卸資産の増減額（△は増加） 270,612 △220,154

仕入債務の増減額（△は減少） △1,214,937 113,729

その他 498,004 △422,706

小計 786,672 △1,195,414

利息及び配当金の受取額 23,357 56,453

利息の支払額 △27,076 △35,553

法人税等の支払額 △192,574 △410,046

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,378 △1,584,561

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △6,661 △6,588

有形及び無形固定資産の取得による支出 △35,946 △87,011

有形及び無形固定資産の売却による収入 8,899 1,178

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△29,951 －

その他 △1,461 △21,640

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,120 △114,062

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） 774,084 1,808,726

長期借入金の返済による支出 △128,737 △129,150

リース債務の返済による支出 △7,662 △5,496

配当金の支払額 △146,886 △146,886

少数株主への配当金の支払額 △24,596 △19,628

財務活動によるキャッシュ・フロー 466,201 1,507,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 25,916 34,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,017,377 △156,186

現金及び現金同等物の期首残高 1,972,731 2,656,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,990,108 2,499,955



該当事項はありません。  

（事業の種類別セグメント情報） 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

(1) ケミカル事業………無機薬品・有機薬品・合成樹脂・電子部品・電子材料・染料・塗料・医薬品等の販売及び輸出入、染色試験受

託、環境型商品の販売 

(2) 情報機器事業………ソフトウェア・コンピュータ機器販売並びにソフトウェア受託開発 

(3) 機械設備事業………環境関連設備・産業用関連機械設備販売、塗装・防水工事及び設計施工 

(4) その他事業…………ダストコントロール商品の販売及びリース、携帯電話等の移動体通信機器事業、配送及び倉庫業、保険代理業 

（所在地別セグメント情報） 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

（注）１．国又は地域の区分は、主に地理的近接度によっております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジアその他………中国、香港、タイ、インドネシア、シンガポール、ベトナム、米国、ポーランド 

（海外売上高） 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（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とおりであります。 

(1) アジア……中国、香港、台湾、韓国、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン 

(2) その他……ポーランド、トルコ、オーストラリア、カナダ、米国、ブラジル、アルゼンチン 

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。  

(4）継続企業の前提に関する注記

(5）セグメント情報

  ケミカル事業 
（千円） 

情報機器事業
（千円） 

機械設備事業
（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 
 11,938,289  801,420  53,748  319,745  13,113,203  －  13,113,203

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,148  838  2,934  38,534  43,456  (43,456)  －

計  11,939,438  802,258  56,682  358,280  13,156,659  (43,456)  13,113,203

営業利益又は営業損

失（△） 
 339,625  182,276  △15,535  8,747  515,113  (170,245)  344,867

  日本（千円）
アジアその他
（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  9,043,738  4,069,464  13,113,203  －  13,113,203

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,167,520  145,048  1,312,568  (1,312,568)  －

計  10,211,258  4,214,512  14,425,771  (1,312,568)  13,113,203

営業利益  476,993  57,406  534,400  (189,532)  344,867

  アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,309,330  71,600  4,380,930

Ⅱ 連結売上高（千円）              13,113,203

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  32.9  0.5  33.4



（セグメント情報） 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、当社及び連結子会社18社で構成されておりますが、取り扱う商品及びサービスに応じて、

その販売方法やサービスの提供方法、市場又は顧客の種類等が類似していることから、商品・サービス別に国

内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は商品・サービス別に集約された事業セグメントから構成されており、「ケミカル事

業」、「情報機器事業」及び「機械設備事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「ケミカル事業」は、工業薬品・合成樹脂・電子部品・電子材料・染料・塗料・医薬品・金属資源・生活関

連資材・バイオ関連資材等を販売しております。「情報機器事業」は、ソフトウェア・コンピュータ機器販売

並びにソフトウェア受託開発等を行っております。「機械設備事業」は、産業用・環境関連機械設備の販売及

び建築工事の設計施工を行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、移動体通信機器事業、ダストコントロール商品の販売及

びリース事業、保険サービス事業、配送及び倉庫事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△168,778千円には、セグメント間取引消去17,767千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

△186,546千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

該当事項はありません。  

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）３ 

ケミカル  情報機器 機械設備 計

売上高    

外部顧客への 

売上高 
 17,327,321  840,990  319,075  18,487,387  318,560  18,805,947  －  18,805,947

セグメント間の

内部売上高 
又は振替高 

 3,667  7,127  6,822  17,618  46,950  64,568  △64,568  － 

計  17,330,989  848,118  325,897  18,505,005  365,510  18,870,515  △64,568  18,805,947

セグメント利益 

又は損失（△) 
 509,840  105,685  △14,344  601,181  1,317  602,499  △168,778  433,721

(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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