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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 35,080 17.9 611 25.4 830 70.9 592 129.5

22年3月期第1四半期 29,750 △25.2 488 △24.4 485 △28.8 258 △27.2

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 14.18 ―

22年3月期第1四半期 6.18 ―

 (2) 連結財政状態

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 50,609 13,398 26.2 317.91

22年3月期 50,429 13,417 26.4 318.47

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 13,276百万円 22年3月期 13,300百万円

2. 配当の状況

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

 23年3月期 ―

 23年3月期(予想) 0.00 ― 5.00 5.00

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）
(％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) 71,300 18.6 1,230 71.0 1,460 78.2 950 124.9 22.75
通期 144,800 15.4 2,320 18.2 2,700 13.2 1,700 9.9 40.71

soumu1
FASF会員マーク



 
  (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更  

 
  （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、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が実施中で 

  す。 

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としているもので 

  あり、実際の業績は、今後様々な要因により大きく異なる場合がありますことをご承知おきくだ 

  さい。 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 ( ― )、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 ： 無

    （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になります。

 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  23年3月期1Ｑ 41,780,000株  22年3月期 41,780,000株

② 期末自己株式数  23年3月期1Ｑ 16,542株  22年3月期 16,542株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  23年3月期1Ｑ 41,763,458株  22年3月期1Ｑ 41,763,512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、雇用情勢に依然として厳しさが残るものの、中国

を初めとする新興国の経済成長に伴う輸出の増加や、政府の経済刺激策に支えられ個人消費が持ち直し

てきたこと等により、企業収益は改善を続けて参りました。  

世界経済も新興国の需要拡大に牽引され景気は緩やかに回復してきたものの、欧州の金融不安による

世界景気の下振れ懸念や、 近の為替の円高基調による企業収益への影響、国内での慢性的なデフレ懸

念など、先行きの不透明感が拭えない状況となりました。  

このような状況下、当社グループといたしましては、引続き当社グループの得意分野である中国関連

取引を中心に注力分野の強化・深耕に取り組み、事業を推進してまいりました。その結果、中国国内需

要の拡大に伴う同国向けの輸出や在中国子会社の取引増により、当第1四半期連結会計期間の当社グル

ープの売上高は350億8千万円（前年同期比17.9％増）、営業利益は6億１千1百万円（同25.4％増）とな

りました。 

 また、主に自動車部品分野の合成樹脂関連事業投資先の持分法による投資利益が回復し、経常利益に

つきましては8億3千万円（同70.9％増）となり、四半期純利益につきましても5億9千2百万円（同

129.5％増）と前年同期を上回る結果となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比1億7千9百万円増加の506億9百万円となり

ました。  

 流動資産は主に売上債権が増加したことや商品の増加等により、前連結会計年度末比8億8千2百万円増加の

404億4千9百万円となりました。  

  固定資産は主に株価の下落等により投資有価証券が減少したため、前連結会計年度末比7億2百万円減少の

101億6千万円となりました。  

 流動負債は短期借入金が減少したものの、仕入債務が増加したこと等により、前連結会計年度末比4億4千9百

万円増加の331億6百万円となりました。  

 固定負債は株価の下落に伴う長期繰延税金負債の減少等により前連結会計年度末比2億5千万円減少の41億

4百万円となりました。  

 また、純資産の部は利益剰余金の増加がありましたが、株価下落によるその他有価証券評価差額金の減少等

により前連結会計年度末比1千8百万円減少の133億9千8百万円となりました。  

 この結果、自己資本比率は26.2％となりました。 

  

平成22年5月14日に公表いたしました、平成23年3月期の第2四半期連結累計期間及び通期業績予想を

修正しております。詳細につきましては、本日(平成22年8月9日)公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）

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、経常利益は、それぞれ0百万円、税金等調整前四半期純利益は、69百万円減少してお

ります。 

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用   

  当第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成

20年3月10日）を適用しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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 2,110 2,358

受取手形及び売掛金 32,897 32,383

商品 4,111 3,696

その他 1,646 1,518

貸倒引当金 △317 △389

流動資産合計 40,449 39,567

固定資産   

有形固定資産 632 647

無形固定資産 222 164

投資その他の資産   

投資有価証券 7,722 8,391

その他 2,220 2,311

貸倒引当金 △637 △652

投資その他の資産合計 9,304 10,050

固定資産合計 10,160 10,862

資産合計 50,609 50,429

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,819 25,110

短期借入金 6,185 6,464

未払法人税等 271 345

賞与引当金 63 34

その他 766 704

流動負債合計 33,106 32,657

固定負債   

長期借入金 2,000 2,000

退職給付引当金 284 287

役員退職慰労引当金 97 136

負ののれん 30 32

その他 1,691 1,898

固定負債合計 4,104 4,354

負債合計 37,211 37,012
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,024 4,024

資本剰余金 2,761 2,761

利益剰余金 6,396 5,804

自己株式 △3 △3

株主資本合計 13,178 12,586

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 671 1,194

繰延ヘッジ損益 △29 17

為替換算調整勘定 △543 △496

評価・換算差額等合計 98 714

少数株主持分 121 116

純資産合計 13,398 13,417

負債純資産合計 50,609 50,429
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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 29,750 35,080

売上原価 27,549 32,702

売上総利益 2,201 2,377

販売費及び一般管理費 1,713 1,765

営業利益 488 611

営業外収益   

受取利息 8 4

受取配当金 30 29

為替差益 0 14

負ののれん償却額 1 1

持分法による投資利益 6 215

その他 13 13

営業外収益合計 60 278

営業外費用   

支払利息 32 33

手形売却損 7 5

売掛金売却損 6 5

その他 17 15

営業外費用合計 63 60

経常利益 485 830

特別利益   

関係会社株式売却益 － 68

貸倒引当金戻入額 52 83

その他 0 5

特別利益合計 52 157

特別損失   

固定資産除却損 3 1

投資有価証券評価損 4 －

持分変動損失 26 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 69

その他 － 1

特別損失合計 35 73

税金等調整前四半期純利益 502 915

法人税、住民税及び事業税 86 262

法人税等調整額 152 55

法人税等合計 239 318

少数株主損益調整前四半期純利益 － 596

少数株主利益 5 4

四半期純利益 258 592
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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1.当社は2003年４月～2008年３月の期間に締結していた鋳物用コークスの製造販売契約について、2009

年12月に山西美錦煤炭気化股份有限公司より契約内容の不履行があったとして55百万人民元の損害賠償

請求を山西省太原市中級人民法院に提訴されましたが、当社は裁判の管轄権に対する異議申立を行った

結果、2010年２月にこれが認められ、７月に山西省高級人民法院より訴状を受領しております。 

当社は原告側の損害賠償請求は不当であるとして応訴準備を進めています。 

  

2.当社持分法適用会社であるクミ化成㈱及び同社米国子会社KAMCO INDUSTRIES INC.は2009年３月に

KAMCO INDUSTRIES INC.で発生した工員の死亡事故をめぐり遺族との間で係争中であります。訴状では両

社が安全対策を怠ったことを理由に20百万ＵＳドル及び両社の１年分の利益を損害賠償として請求する

となっておりますが、その後原告側から1.3百万ＵＳドルでの和解提案を受けております。 

両社は今後の対応について弁護士と慎重に検討を行っております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

その他
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