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1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 18,942 62.3 479 ― 440 ― 157 ―
22年3月期第2四半期 11,674 △59.2 △225 ― △322 ― △208 ―

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2四半期 5.00 ―
22年3月期第2四半期 △7.56 ―

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2四半期 37,679 25,226 67.0 799.02
22年3月期 33,880 25,294 74.7 801.17

（参考） 自己資本 23年3月期第2四半期 25,226百万円 22年3月期 25,294百万円

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

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期
（予想）

― 5.00 10.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無 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

通期 40,000 50.5 1,000 12.4 1,000 22.1 500 10.5 15.84



(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

（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
上記の予想は発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素を含んでおりますので、実際の業績は予想数値と異なる可能性があり
ます。なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】2P.「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。

4. その他 （詳細は、【添付資料】3P.「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q 31,600,000株 22年3月期 31,600,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q 27,874株 22年3月期 27,690株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 31,572,203株 22年3月期2Q 27,573,174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のセグメント別の経営成績は以下のとおりであります。  
  
（合金鉄事業） 

 合金鉄の需要先である鉄鋼業界の粗鋼生産量は回復してきており、当社のマンガン系合金鉄の販売数量は、前年

同期に比べ大幅な増加となりました。販売価格についても、急落した国際市況は緩やかな回復傾向をたどり前年同

期を上回るレベルになりました。 

 コスト面では、原料のマンガン鉱石は国際的な需給状況を反映して価格が上がっており、またコークス、電力も

価格が上昇しております。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は１３６億３千万円、営業利益は３億９千７百万円となりまし

た。 
   
（機能材料事業） 

 ニッケル水素電池用水素吸蔵合金は、ハイブリッド車の増加に伴い、販売数量は前年同期に比べ増加しました。

 マンガン系無機化学品の主力製品であるリチウムイオン電池正極材料用の高純度硫酸マンガンは、旺盛な需要に

より販売数量は大きく増加しましたが、価格競争が厳しく販売価格は前年同期に比べ下落しました。 

 また、昨年12月に住友金属工業株式会社から事業承継した磁石用合金の販売は堅調に推移しました。 

 コスト面では、原料のレアアース等の価格が大きく上昇しております。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は５０億９千１百万円、営業利益は６千９百万円となりまし

た。 
  
（その他） 

 その他については、土木建築関連において、厳しい事業環境が続いており、売上高は３億７千９百万円、営業利

益は１千１百万円となりました。 
  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、預け金の増加、売上高の増加による受取手形及び売掛金の増加等に

より、前連結会計年度末に比べ３７億９千８百万円増加し、３７６億７千９百万円となりました。 

 負債につきましては、原材料及び商品の購入価格上昇等による支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計

年度末に比べ３８億６千６百万円増加し、１２４億５千２百万円となりました。 

 純資産につきましては、当第２四半期累計期間の純利益による増加と配当による減少及びその他有価証券評価差

額金の減少により、ほぼ前連結会計年度末並みとなりました。 
  
 当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加はあったものの、税金等調整前

四半期純利益と減価償却費及び仕入債務の増加等により１９億８千万円の収入となりました。設備投資等の投資活

動で７億７千４百万円、配当金の支払等の財務活動で１億９千７百万円使用した結果、当第２四半期連結会計期間

末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ１０億８百万円増加し、６０億２千９百万円となりま

した。 
  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 合金鉄の需要先である鉄鋼業界の粗鋼生産は堅調であり、当社のマンガン系合金鉄の販売も堅調に推移するもの

と予想しております。販売価格の指標となる国際市況は不透明感があるものの大きな変動なく推移するものと予想

されます。 

 合金鉄の原料であるマンガン鉱石の価格は、世界的な需給状況の影響を大きく受けるため、その動向は不透明で

あります。また、機能材料の主要な原料であるレアアースの入手難は当面続くことが懸念されます。 
  

 以上により、通期の業績予想は、以下のとおりであります。 
  
                    通 期 

 連結売上高             400億円          

 連結営業利益             10億円            

 連結経常利益             10億円            

 連結当期純利益             5億円           
  
 上記の予想は発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素を含んでおりますので、実際

の業績は予想数値と異なる可能性があります。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

 当第２四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。 

②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固定資産については、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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更  

 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。 

 これにより当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は 千円、税金等調整前四半期純利益は

千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。 

  

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「為替差損」は、金額的重要性が増

したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の営業

外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は 千円であります。 

 また、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

２．その他の情報

775 51,351

54,666

1,292
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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９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 819,841 901,010

預け金 5,209,394 4,120,140

受取手形及び売掛金 7,994,863 5,991,664

商品及び製品 4,185,936 3,592,185

仕掛品 265,828 365,064

原材料及び貯蔵品 7,669,109 7,402,088

その他 546,480 642,663

貸倒引当金 △40 △40

流動資産合計 26,691,414 23,014,777

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 3,860,406 3,778,393

その他（純額） 4,378,190 4,222,331

有形固定資産合計 8,238,596 8,000,725

無形固定資産   

のれん 449,390 502,592

その他 58,451 70,366

無形固定資産合計 507,842 572,958

投資その他の資産   

その他 2,244,619 2,299,731

貸倒引当金 △3,337 △7,804

投資その他の資産合計 2,241,282 2,291,927

固定資産合計 10,987,721 10,865,610

資産合計 37,679,136 33,880,388

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,667,532 4,274,357

短期借入金 1,700,000 1,700,000

未払法人税等 33,387 33,606

その他 909,418 696,265

流動負債合計 10,310,337 6,704,229

固定負債   

長期借入金 1,800,000 1,800,000

資産除去債務 55,239 －

その他 286,814 81,484

固定負債合計 2,142,053 1,881,484

負債合計 12,452,391 8,585,713
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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９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 3,630,000 3,630,000

資本剰余金 5,251,753 5,251,753

利益剰余金 16,284,524 16,284,641

自己株式 △22,338 △22,226

株主資本合計 25,143,939 25,144,168

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 82,805 150,507

評価・換算差額等合計 82,805 150,507

純資産合計 25,226,744 25,294,675

負債純資産合計 37,679,136 33,880,388
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 11,674,511 18,942,445

売上原価 11,012,619 17,176,465

売上総利益 661,892 1,765,980

販売費及び一般管理費 887,177 1,286,375

営業利益又は営業損失（△） △225,285 479,605

営業外収益   

受取利息 7,274 7,849

受取配当金 6,225 6,491

その他 11,239 17,936

営業外収益合計 24,739 32,277

営業外費用   

支払利息 29,081 26,935

為替差損 － 16,855

減価償却費 80,045 17,568

その他 12,866 10,362

営業外費用合計 121,993 71,722

経常利益又は経常損失（△） △322,539 440,159

特別利益   

投資有価証券売却益 759 －

貸倒引当金戻入額 1,024 4,604

その他 － 478

特別利益合計 1,783 5,083

特別損失   

固定資産除却損 10,345 29,556

固定資産臨時償却費 － 47,375

リース解約損 － 5,793

投資有価証券評価損 10,436 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,575

その他 － 287

特別損失合計 20,781 133,588

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（△）

△341,538 311,653

法人税、住民税及び事業税 14,757 16,137

法人税等調整額 △147,717 137,772

法人税等合計 △132,959 153,909

少数株主損益調整前四半期純利益 － 157,744

四半期純利益又は四半期純損失（△） △208,578 157,744

中央電気工業㈱　（5566）　平成23年3月期　第2四半期決算短信

-6-



（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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△341,538 311,653

減価償却費 689,722 806,746

のれん償却額 － 53,201

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,024 △4,467

前払年金費用の増減額（△は増加） △55,514 △44,532

受取利息及び受取配当金 △13,500 △14,340

支払利息 29,081 26,935

投資有価証券評価損 10,436 －

固定資産除却損 12,975 9,935

固定資産臨時償却費 － 47,375

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,575

売上債権の増減額（△は増加） 5,042,096 △2,003,199

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,419,587 △761,535

未収入金の増減額（△は増加） 37,106 △3,378

未収消費税等の増減額（△は増加） △32,590 △44,143

前払費用の増減額（△は増加） △14,296 △18,930

前渡金の増減額（△は増加） － 131,765

仕入債務の増減額（△は減少） △4,987,170 3,393,174

前受金の増減額（△は減少） 25,397 △484

未払費用の増減額（△は減少） △3,390 58,017

未払消費税等の増減額（△は減少） △63,406 △26,445

その他 △84,669 26,833

小計 1,669,302 1,994,758

利息及び配当金の受取額 13,516 14,340

利息の支払額 △29,119 △28,252

法人税等の支払額 △3,889,959 △448

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,236,260 1,980,397

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,762,669 △667,846

短期貸付けによる支出 － △125,730

長期貸付金の回収による収入 4,562 5,508

長期貸付けによる支出 △10,000 △987

その他 △28,303 14,732

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,796,410 △774,322

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △549,148 △158,714

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △39,163

その他 △1,000 △111

財務活動によるキャッシュ・フロー △550,148 △197,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,582,818 1,008,084

現金及び現金同等物の期首残高 8,466,740 5,021,150

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,883,921 6,029,235
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 該当事項はありません。  

  

  

 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４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 前第２四半期連結累計期間において、海外売上高は連結売上高の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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報

  
合金鉄事業 
(千円) 

機能材料 
事業(千円) 

土木建築関連
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  10,048,285  1,379,739  246,487 11,674,511  － 11,674,511 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  85,647  85,647 (85,647)  －

計  10,048,285  1,379,739  332,135  11,760,159 (85,647) 11,674,511 

営業利益又は営業損失（△）  △243,545  12,330  4,370  △226,844  1,558 △225,285 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 事業セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報を入手でき、 高経営意思決定機関が、経営資源

の配分決定及び業績を評価するために、その経営成績を定期的に検討しているものであります。連結子会社を含め

た報告セグメントは「合金鉄事業」、「機能材料事業」の２つとし、報告セグメントに該当しない事業セグメント

を「その他」としております。 

  

 セグメント区分それぞれの報告セグメントに含まれる主要な製品は、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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）セグメント利益の調整額 千円は、セグメント間取引消去399千円及び固定資産における未実現損益 

   千円である。 

    

（追加情報） 

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。 

  

  

区分  主要な製品  

 合金鉄事業  フェロマンガン、シリコマンガン等の合金鉄 

 機能材料事業  硫酸マンガン、炭酸マンガン、水素吸蔵合金並びに磁石用合金等の機能材料 

 その他  土木・建築業及び建築資材 

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

その他 合計 
調整額 
（注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額  合金鉄事業 

機能材料
事業 

計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
 13,630,378  5,091,645  18,722,024  220,421  18,942,445 －  18,942,445

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  159,465  159,465 △159,465 － 

計  13,630,378  5,091,645  18,722,024  379,887  19,101,911 △159,465  18,942,445

セグメント利益 

（営業利益）  
 397,236  69,621  466,858  11,232  478,090  1,514  479,605

1,514

1,115
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