
  

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  7,031  △2.0  535  63.5  581  53.3  392  143.3

22年3月期第１四半期  7,176  △11.2  327  △30.7  379  △33.8  161  △46.5

  
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  19.04  －

22年3月期第１四半期  7.82  －

  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  31,098  13,944  44.3  668.54

22年3月期  30,534  14,045  45.4  673.78

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 13,766百万円 22年3月期 13,874百万円

  
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  － － － 9.00  9.00

23年3月期  －

23年3月期（予想） － － 9.00  9.00

  （％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）  15,900  8.1  900  33.4  900  20.7  650  62.3  31.57

通期  33,800  18.6  2,100  47.5  2,050  32.5  1,250  45.9  60.70



４．その他（詳細は、添付資料4ページ「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 （  －  ）      除外      －社  （  －  ） 

（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の対象外であり、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は終了しておりません。  

  

※  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。なお業績予想

に関する事項は、添付資料4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 20,600,000株 22年3月期 20,600,000株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 8,538株 22年3月期 8,538株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 20,591,462株 22年3月期１Ｑ 20,591,298株
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（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(平成22年4月～平成22年6月)におけるわが国経済は、新興国経済の成長を背景に生産

や輸出は増加傾向にあり、設備投資など国内民間需要には自律回復の動きも見られましたが、依然として雇用情

勢は厳しく、ギリシャなどの財政不安をめぐる動きの影響により欧州市場は不安定な状況が続いており、先行き

に不透明感が増す中で推移いたしました。 

このような環境下にあって当社グループは、本年度が平成20年4月にスタートした中期3ヶ年経営計画「ジャン

プ10」の 終年度にあたり、経営の軸足を事業改革から成長へと展開推進するため、既存事業の徹底的なコスト

削減と付加価値増強、新規製品・新規事業の拡大、海外での事業展開を 重要課題として取り組み企業価値の向

上に努めております。 

これらの結果、当第1四半期の連結売上高は、化薬事業では自動車用緊急保安炎筒は「ハイフレヤープラスピッ

ク」への切替が進んだこと、また、危険性評価試験は、大型試験の受託が好調であったことによりそれぞれ増

販、シリコンウェーハ事業では半導体需要の回復などによりシリコンウェーハが大幅に増販となりましたが、化

学品事業では塩素酸ナトリウムが海外品との競合激化による減販、電子材料関連製品は市場価格の下落も加わり

減販となり70億3千1百万円(前年同期比 1億4千5百万円減 同2.0%減)となりました。一方、損益面ではコスト削

減に努めたこと、収益性の高い製品の販売が好調だったことにより、連結営業利益は5億3千5百万円(前年同期比2

億7百万円増 同63.5%増)、連結経常利益は5億8千1百万円(前年同期比2億2百万円増 同53.3%増)となり、連結四

半期純利益は3億9千2百万円(前年同期比2億3千万円増 同143.3%増)となりました。 

  

平成22年１月７日に発生した当社横浜工場爆発炎上事故に伴う全体の損害額については、近隣損害補償額なら

びに横浜工場に付保されている保険の支給額を含めて、現在対応中でありますので未確定であります。 

  

なお、当第1四半期連結累計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前第

1四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

  

「化薬事業部門」 

産業用爆薬は、建設投資の低迷および砕石のさらなる減産の影響を受けてはいるものの、石灰石が回復傾向に

あり増販となりました。 

自動車用緊急保安炎筒は、新車装着用ではエコカー減税やエコカー補助金の政策支援により、国内自動車販売が

回復し増販となりました。 

また、車検交換用は緊急脱出時の窓ガラス破壊機能付「ハイフレヤープラスピック」への交換促進を実施し、増

販となりました。 

信号炎管は、高速道路向けは増販となりましたが、鉄道向けは減販となりました。 

危険性評価試験は大型試験の受託が好調だったことにより増販となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は9億2千3百万円（前年同期比 1億5千7百万円増 同20.6％増）、営業

利益は3億8千4百万円(前年同期比1億2千7百万円増 同49.7％増）となりました。 

  

 「化学品事業部門」 

塩素酸ナトリウムは、主力ユーザーである紙パルプメーカーはパルプ市況高騰により輸出用パルプ増産を行い高

稼働ではありましたが、安価な海外品との競合により値下げ傾向となり減販となりました。 

過塩素酸アンモニウムはH2ロケット向けが堅調に推移したほか、その他用途と合わせ増販となりました。 

亜塩素酸ナトリウムは電子材料向け需要が緩やかに回復したことにより増販となりました。 

農薬および防蟻を中心とした緑化事業は、鉄道除草の需要回復により大幅な増販となり、一般除草剤および防蟻

関連も増販となりました。 

電極事業は需要家での設備投資が回復基調となり大幅な増販となりました。 

有機導電材料はTCNQ錯体が増販となりましたが、機能性高分子コンデンサー向けのピロール関連製品は減販とな

り、この分野全体としては減販となりました。 

光機能材料は、主用途のプラズマディスプレイパネル向けで市場価格の下落により減販となりました。 

イオン導電材料は、電気二重層キャパシタ用電解液は大幅な減販となりましたが、導電性付与材とトナー用電荷

調整剤が大幅な増販となり、この分野全体では増販となりました。 

機能性高分子固体電解コンデンサーは市場価格の下落によりパソコン、ゲーム機向け用途が不調だったため大幅

な減販となりました。 

ファインケミカル事業においては、横浜工場の爆発炎上事故の影響により当事業の２本柱の一つであった有機受

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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託合成事業を行えず過塩素酸の販売のみになったことから、大幅な減販となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は20億7千９百万円（前年同期比 2億4百万円減 同9.0％減）、営業利

益は4億1千2百万円(前年同期比7千9百万円増 同23.9％増）となりました。 

  

「ボトリング事業部門」 

飲料市場の４月～５月は消費が伸び悩んだことにより低調に推移しましたが、６月は気温の高い状態が続き消費

が増えたことにより好調に推移しました。 

このような状況の中、当事業部門全体の売上高は５月下旬より生産を開始した温水無菌充填システムの立上げ準

備等のため、28億8千8百万円（前年同期比 4億2千2百万円減 同12.8％減）となりました。現在、温水無菌充填シ

ステムは生産を開始してから順調に稼働しております。営業利益は売上高の減少および温水無菌充填システム立上げ

準備に伴う費用等により3千8百万円（前年同期比 8千7百万円減 同69.6％減）となりました。 

なお、平成22年4月1日付でジェーシービバレッジ㈱から、ジェーシーボトリング㈱へ事業譲渡を行い、ジェーシ

ービバレッジ㈱は、平成22年6月10日付で解散決議を行っております。 

  

  

「シリコンウェーハ事業部門」 

 半導体用シリコンウェーハは、国内外ともに市況が回復基調にあり、半導体向け生産量は増加しました。加えて、

一部ユーザーでウェーハ販売のシェアアップがあり、新品種ウェーハの拡販も徐々に進んだ結果、輸出・国内販売と

もに大幅な増販となりました。 

 単結晶シリコンインゴットおよびその他シリコン材料は、太陽電池用のシリコン材料の価格下落が甚だしく売上に

結び付かない状況が続いており、半導体用としての拡販に努めましたが大幅な減販となりました。 

 これらの結果、当事業部門全体の売上高は6億2千7百万円（前年同期比2億1千2百万円増、同51.2％増）、営業利益

は4千6百万円（前年同期比9千5百万円増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況  

総資産は310億9千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億6千3百万円増加しました。投資その他の資産が株価

の下落などにより5億6千5百万円減少しましたが、火災未決算勘定が4億8千8百万円増加したことなどにより流動資産

が6億5千1百万円増加したほか、有形固定資産が4億7千8百万円増加したことなどによります。  

負債は171億5千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億6千5百万円増加しました。これは、流動負債が増加し

たことなどによります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ1億1百万円減少して139億4千4百万円となりました。これは、利益剰余金が2億6

百万円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が3億1千4百万円減少したことなどによります。以上の結果、自

己資本比率は前連結会計年度末の45.4%から44.3％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュフローは8千7百万円の支出となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が5億1

千6百万円の計上となりましたが、火災未決算勘定が4億8千8百万円増加したほか、運転資金が1億4千3百万円増加

し、法人税等の支払額が3億6千7百万円あったことなどによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用されたキャッシュフローは、8千8百万円となりました。これは、固定資産の取得による支出が1億

4百万円となったことなどによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用されたキャッシュフローは1億7千6百万円となりました。これは、配当金の支払額1億7千2百万円

などによるものです。 

  

 以上の結果、当第１四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、前連結会計年度末に比べて3億

5千3百万円減少し、18億7千2百万円となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、海外経済の改善を起点として緩やかに回復しつつあるものの、国内外の政策効果

の息切れや円高に対する懸念、厳しい雇用情勢などにより予断を許さない状況にあります。このような状況を踏ま

え、連結業績予想につきましては、平成22年5月14日公表の「平成23年3月期 決算短信」に記載の業績予想から変

更はありません。  

  

  

（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 

（簡便な会計処理）  

  ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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

末の貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

  ②棚卸資産の評価方法 

 四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 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。 

 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度末において帳簿価額を処分見込

価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前連

結会計年度末における貸借対照表価額で計上する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しており

ます。 

  ④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 

 法人税等の納付税額の算定に関して、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。 

 （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 

 税金費用については、当第１四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。 

  

 （３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．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。 

 これにより営業利益及び経常利益は0百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は32百万円減少しておりま

す。  

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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 1,872 2,226

受取手形及び売掛金 6,209 6,071

商品及び製品 1,729 1,534

仕掛品 281 285

原材料及び貯蔵品 1,697 1,615

その他 1,545 952

貸倒引当金 △23 △24

流動資産合計 13,313 12,661

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,048 4,109

機械装置及び運搬具（純額） 2,784 2,511

土地 4,608 4,608

その他（純額） 969 1,703

有形固定資産合計 13,411 12,933

無形固定資産   

その他 41 42

無形固定資産合計 41 42

投資その他の資産   

投資有価証券 3,478 4,031

その他 853 866

投資その他の資産合計 4,332 4,897

固定資産合計 17,785 17,873

資産合計 31,098 30,534
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（単位：百万円）

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 3,650 3,382

短期借入金 5,455 5,395

1年内返済予定の長期借入金 363 371

未払法人税等 130 371

賞与引当金 515 327

役員賞与引当金 8 －

その他 1,861 1,251

流動負債合計 11,985 11,099

固定負債   

長期借入金 1,575 1,696

退職給付引当金 702 697

役員退職慰労引当金 245 260

資産除去債務 33 －

その他 2,612 2,735

固定負債合計 5,168 5,389

負債合計 17,154 16,489

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,204 1,204

資本剰余金 346 346

利益剰余金 11,413 11,206

自己株式 △6 △6

株主資本合計 12,957 12,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 808 1,123

評価・換算差額等合計 808 1,123

少数株主持分 177 171

純資産合計 13,944 14,045

負債純資産合計 31,098 30,534
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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：百万円）

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 7,176 7,031

売上原価 6,101 5,677

売上総利益 1,075 1,353

販売費及び一般管理費 748 818

営業利益 327 535

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 59 56

持分法による投資利益 2 0

物品売却益 14 6

雑収入 12 8

営業外収益合計 89 72

営業外費用   

支払利息 25 22

休止損失 10 －

雑損失 1 3

営業外費用合計 37 25

経常利益 379 581

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 9

特別利益合計 － 9

特別損失   

固定資産除却損 4 4

貸倒引当金繰入額 8 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32

事業譲渡損 － 32

その他 0 5

特別損失合計 12 74

税金等調整前四半期純利益 366 516

法人税等 211 118

少数株主損益調整前四半期純利益 － 398

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6 6

四半期純利益 161 392
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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 366 516

減価償却費 328 281

売上債権の増減額（△は増加） △270 △136

たな卸資産の増減額（△は増加） 91 △273

仕入債務の増減額（△は減少） 114 266

その他 87 △375

小計 718 279

預り敷金及び保証金の受入による収入 1 －

法人税等の支払額 △85 △367

法人税等の還付額 3 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 637 △87

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △209 △104

固定資産の売却による収入 138 －

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 56 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △14 △88

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） △295 60

長期借入れによる収入 360 －

長期借入金の返済による支出 △238 △128

配当金の支払額 △171 △172

利息の支払額 △24 △21

その他 △0 85

財務活動によるキャッシュ・フロー △370 △176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 253 △353

現金及び現金同等物の期首残高 1,712 2,226

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,965 1,872
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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） 

   

〔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） 

在外子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。  

  

  

〔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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
化学品 

（百万円） 

 電 子
 材 料 
（百万円）

ボトリング
（百万円）

その他
（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 2,513 1,162 3,310 188 7,176  － 7,176 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
6   －  － 27 34 (34)  －

  計 2,520 1,162 3,310 216 7,211  (34) 7,176 

 営業利益 385 139 126 16 667 (340) 327 
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〔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、当社グループ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、製品・サービス別の事業部門を基本にして組織が構成されており、各事業部門は、取扱う製品・

サービスについて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、事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「化薬」「化学

品」「ボトリング」「シリコンウエーハ」の４つを報告セグメントとしております。 

 なお、事業部門別の主要な製品・サービスは次のとおりであります。 

  

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） 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
（差異調整に関する事項） 

（注）その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究費及び管理部門に係る費用であります。 

（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。 

事業部門 主 要 な 製 品 ・ サ ー ビ ス 

化  薬 産業用爆薬、自動車用緊急保安炎筒、信号炎管、危険性評価試験 

化 学 品 
塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム、亜塩素酸ナトリウム、農薬、電極、有機導電材料、

光機能材料、イオン導電材料、機能性高分子固体電解コンデンサー、過塩素酸 

ボトリング 清涼飲料水のボトリング加工 

シリコン 

ウエーハ 
半導体用シリコンウエーハ、単結晶シリコンインゴット 

その他 研削材、除草請負、煙火用薬品、不動産賃貸 

  （単位：百万円）   

  

報告セグメント

その他 合計
化薬 化学品

ボト
リング 

シリコン
ウエーハ

計

売上高               

外部顧客への売上高  922  2,016  2,888  627  6,455  575  7,031

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  63  －  －  63 (63)  －

計  923  2,079  2,888  627  6,519  511  7,031

セグメント利益（営業利益）  384  412  38  46  881 (346)  535

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計 881 

「その他」の区分の利益 91 

セグメント間取引消去 △2 

その他の調整額（注） △435 

四半期連結損益計算書の営業利益 535 
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該当事項はありません。  

  

  

（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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