
  

  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１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） 

（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 ％ 

22年12月期第２四半期  1,986  44.4  170  －  141  －  12  －

21年12月期第２四半期  1,375  －  0  －  △4  －  0  －

  
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２四半期  1  22       －

21年12月期第２四半期  0  07       －

  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２四半期  4,735  1,645  33.7  156  12

21年12月期  4,192  1,694  39.4  161  54

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 1,596百万円 21年12月期 1,651百万円

  
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

21年12月期       －      －     － 5 00 5 00

22年12月期       －      －

22年12月期（予想）     － 5 00 5 00

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  4,000  30.0  330  360.3  280  564.3  100  －  9  78



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．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 

（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：無 

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、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は終了しております。 

  

※  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。業績予想に関す

る事項等については、［添付資料］Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 10,246,500株 21年12月期 10,246,500株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 20,692株 21年12月期 20,646株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 10,225,821株 21年12月期２Ｑ 10,226,483株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、輸出急増による製造業を

中心とした生産回復や、政策の後押しによる電機関連業界の続伸があり、一部、株価回復の伸び悩みやデフレの影響な

ど、依然として景気を下押しするリスクは存在するものの、総じて回復基調で推移いたしました。 

 この影響を受け、当社グループの販売については、中国等向け品目を中心に受注が回復し収益が改善いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,986百万円(前年同期比44.4%増)、営業利益は170百万円(前年同期は

０百万円の営業利益)、経常利益は141百万円(前年同期は４百万円の経常損失)、四半期純利益は減損損失の計上もあり12

百万円（前年同期は０百万円の四半期純利益）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  

（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、3,592百万円（前連結会計年度末2,968百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて624百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が324百万円、受取手形及び売掛

金が208百万円それぞれ増加したことによります。 

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、1,143百万円（前連結会計年度末1,224百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて81百万円の減少となりました。これは主に、減損処理を行ったことにより土地が72百万円

減少したことによります。 

（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,141百万円（前連結会計年度末1,582百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて559百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が307百万円、短期借入金

が88百万円増加したことによります。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、948百万円（前連結会計年度末916百万円）となり、前連

結会計年度末と比べて31百万円の増加となりました。これは主に退職給付引当金が33百万円増加したことによりま

す。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,645百万円（前連結会計年度末1,694百万円）となり、前

連結会計年度末と比べて48百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金が38百万円減少したことによります。

  

②キャッシュ・フローの状況について 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、各活

動により324百万円増加し1,090百万円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動の結果得られた資金は285百万円となりました。これは主として非資金支出である減損損失72百万円及び

仕入債務の増加額317百万円から売上債権の増加額210百万円を減じたものであります。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動の結果使用した資金は７百万円となりました。これは主として当社及び子会社における有形固定資産の取

得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＞ 

 財務活動の結果得られた資金は51百万円となりました。これは主として社債の発行による収入100百万円から、配

当金の支払額51百万円を減じたものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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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、輸出主導での経済回復が続くと思われるものの円高基調の推移や欧州を中心とした海

外景気の下ぶれ懸念、新興国におけるインフレ対策としての金融引締めによる成長率ダウン予想など懸念材料もでてまい

りましたが、当社といたしましては、引続き販売増加、原価低減等に努力してまいります。 

 なお、８月９日に当第２四半期連結累計期間における固定資産の減損損失計上に伴い業績修正をおこなうとともに通期

の連結業績予想も修正しており、売上高4,000百万円、営業利益330百万円、経常利益280百万円、当期純利益100百万円と

しております。 

（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） 

法人税等なら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は、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する方法によっ

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 

 該当事項はありません。   

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

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：千円）

当第２四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,090,359 766,184

受取手形及び売掛金 1,010,655 802,499

商品及び製品 235,508 223,147

仕掛品 712,618 701,254

原材料及び貯蔵品 473,488 432,718

繰延税金資産 45,508 23,796

その他 24,666 19,065

貸倒引当金 △592 △455

流動資産合計 3,592,213 2,968,212

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 183,115 193,112

機械装置及び運搬具（純額） 113,644 128,829

土地 409,045 481,827

リース資産（純額） 4,567 5,209

建設仮勘定 678 307

その他（純額） 9,336 10,553

有形固定資産合計 720,387 819,840

無形固定資産 12,883 13,720

投資その他の資産   

投資有価証券 317,782 334,045

繰延税金資産 41,702 22,336

その他 55,015 37,015

貸倒引当金 △4,731 △2,428

投資その他の資産合計 409,768 390,968

固定資産合計 1,143,040 1,224,529

資産合計 4,735,253 4,192,741
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（単位：千円）

当第２四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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 796,498 488,529

1年内償還予定の社債 20,000 －

短期借入金 1,018,129 929,743

リース債務 962 1,279

未払法人税等 84,104 1,886

役員賞与引当金 6,000 －

その他 215,721 160,757

流動負債合計 2,141,415 1,582,196

固定負債   

社債 80,000 －

長期借入金 652,149 738,917

リース債務 3,609 3,929

役員退職慰労引当金 92,300 86,375

退職給付引当金 120,446 87,314

固定負債合計 948,505 916,537

負債合計 3,089,920 2,498,733

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,325 512,325

資本剰余金 56,182 56,182

利益剰余金 996,911 1,035,545

自己株式 △4,506 △4,500

株主資本合計 1,560,912 1,599,551

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,508 49,006

為替換算調整勘定 △1,973 3,290

評価・換算差額等合計 35,534 52,297

少数株主持分 48,885 42,159

純資産合計 1,645,332 1,694,008

負債純資産合計 4,735,253 4,192,741
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,375,413 1,986,731

売上原価 936,548 1,364,386

売上総利益 438,864 622,345

販売費及び一般管理費 438,023 452,007

営業利益 841 170,338

営業外収益   

受取利息 880 480

受取配当金 2,821 3,043

受取保険金 1,137 －

為替差益 10,332 －

その他 2,385 459

営業外収益合計 17,558 3,983

営業外費用   

支払利息 20,759 16,891

手形売却損 346 118

固定資産除却損 243 510

為替差損 － 15,036

その他 1,122 233

営業外費用合計 22,472 32,790

経常利益又は経常損失（△） △4,072 141,531

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,011 －

固定資産売却益 3,605 －

特別利益合計 4,617 －

特別損失   

減損損失 － 72,782

特別損失合計 － 72,782

税金等調整前四半期純利益 544 68,749

法人税、住民税及び事業税 10,277 83,580

法人税等調整額 △12,020 △35,580

法人税等合計 △1,743 47,999

少数株主利益 1,581 8,253

四半期純利益 705 12,495
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 731,003 1,032,453

売上原価 496,212 721,066

売上総利益 234,791 311,387

販売費及び一般管理費 219,649 229,375

営業利益 15,142 82,011

営業外収益   

受取利息 425 96

受取配当金 2,821 3,043

受取保険金 39 －

その他 － 173

営業外収益合計 3,286 3,314

営業外費用   

支払利息 11,233 7,218

手形売却損 271 －

固定資産除却損 193 195

為替差損 6,925 18,394

その他 234 179

営業外費用合計 18,858 25,988

経常利益又は経常損失（△） △429 59,337

特別利益   

貸倒引当金戻入額 100 －

特別利益合計 100 －

特別損失   

減損損失 － 72,782

特別損失合計 － 72,782

税金等調整前四半期純損失（△） △329 △13,444

法人税、住民税及び事業税 5,376 29,482

法人税等調整額 △8,764 △11,980

法人税等合計 △3,387 17,501

少数株主利益 936 4,242

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,121 △35,188
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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 544 68,749

減価償却費 28,952 25,747

減損損失 － 72,782

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,020 2,440

受取利息及び受取配当金 △3,702 △3,523

支払利息 20,759 16,891

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,872 33,132

前払年金費用の増減額（△は増加） 10,987 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,072 5,925

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,000 6,000

有形固定資産売却損益（△は益） △3,605 －

売上債権の増減額（△は増加） 132,112 △210,651

たな卸資産の増減額（△は増加） 135,347 △71,836

仕入債務の増減額（△は減少） △364,249 317,173

未払費用の増減額（△は減少） △4,325 69,579

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,103 △12,263

未収入金の増減額（△は増加） △25,707 2,420

その他 △1,177 △22,188

小計 △22,037 300,376

利息及び配当金の受取額 4,051 3,524

利息の支払額 △20,800 △16,466

法人税等の支払額 △14,961 △1,604

営業活動によるキャッシュ・フロー △53,748 285,830

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 △10,780 △6,387

有形固定資産の売却による収入 5,000 －

投資有価証券の取得による支出 △698 △734

その他 △705 △605

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,184 △7,727

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） △330,000 100,000

長期借入れによる収入 800,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △194,267 △196,684

社債の発行による収入 － 100,000

自己株式の取得による支出 △110 △5

リース債務の返済による支出 △527 △637

配当金の支払額 △51,134 △51,129

財務活動によるキャッシュ・フロー 223,959 51,543

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,401 △5,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,429 324,174

現金及び現金同等物の期首残高 471,844 766,184

現金及び現金同等物の四半期末残高 643,274 1,090,359
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 事業の種類として「研磨材製商品の製造販売事業」及び「茶類及び医薬部外品等の販売事業」に区分しており

ますが、全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占める「研磨材製商品の製造販売事業」の割合が

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

   〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）  １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

３ 会計処理方法の変更 

  前第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計準第９

号）を適用しております。  

      これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が日本で638千円増加しております。 

４ 追加情報 

  前第２四半期連結累計期間 

  （有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社は、平成20年度の法人税法改正に伴い、第１四半期連結会計期間より機械装置等の耐用年数の変更を行

っております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が日本で879千円増加しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 
（千円） 

中国 
（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  1,257,776  117,636  1,375,413  －  1,375,413

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 63,727  －  63,727  △63,727  －

計  1,321,503  117,636  1,439,140  △63,727  1,375,413

営業利益又は営業損失（△）  △15,597  6,091  △9,506  10,347  841

  
日本 
（千円） 

中国 
（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  1,673,389  313,342  1,986,731  －  1,986,731

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 276,380  －  276,380  △276,380  －

計  1,949,769  313,342  2,263,112  △276,380  1,986,731

営業利益  113,962  44,530  158,493  11,845  170,338
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    〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）１ 国又は地域の区分は、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 

アジア……東アジア及び東南アジア諸国 

その他……アメリカ（北米、南米）、欧州（ヨーロッパ諸国）等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の売上高であります。  

 該当事項はありません。 

  

  

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  301,557  14,097  315,655

Ⅱ 連結売上高（千円）            1,375,413

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 21.9  1.0  22.9

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  536,203  4,951  541,154

Ⅱ 連結売上高（千円）            1,986,731

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 27.0  0.2  27.2

（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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