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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 7,416 47.3 1,200 569.7 1,229 453.7 148 59.2
22年3月期第2四半期 5,035 △29.4 179 △79.4 222 △75.7 93 △82.0

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

23年3月期第2四半期 7.36 ―

22年3月期第2四半期 4.62 ―

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 18,486 14,046 76.0 696.01
22年3月期 17,894 14,151 79.1 701.19

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  14,046百万円 22年3月期  14,151百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00

23年3月期 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

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 13,300 16.0 1,830 104.3 1,900 93.9 550 0.2 27.25



(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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）P.2「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 20,249,087株 22年3月期  20,249,087株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  68,000株 22年3月期  66,346株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 20,181,788株 22年3月期2Q 20,185,169株
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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 

 当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、前年度から引き続いた関連業界における需要

の拡大によって、当初予想を上回る結果となりました。歴史的な景気の落ち込みから業績が回復に転じた前

年同期との比較でも、大幅な増収、増益となりました。 

 セラミック原料部門のうち陶磁器原料では、国内陶磁器産業の長期不振が続く中、海外向けの販売増とと

もに耐火物原料の回復によって、売上げは増加しました。 

 ガラス原料では、液晶等フラットパネルディスプレイ用ガラス基板原料が大幅に伸び、光学ガラス原料も

堅調に推移したため、売上げは前年同期を大きく上回りました。 

 ファインセラミックス原料は、海外の需要旺盛な光通信向けが伸び、発熱体原料も堅調に推移し、売上げ

が大幅に拡大しました。 

 この結果、セラミック原料部門の売上高は、３８億５千７百万円となりました。 

 電子部材部門では、国内外を問わず電子部品業界の旺盛な原料需要に牽引され、セラミックコンデンサー

原料の受注が大幅に増加しました。また、生産設備の効率改善が業績拡大に寄与し、当部門における売上高

は３５億５千９百万円となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高７４億１千６百万円（前年同期比４７．３％

増）、営業利益１２億円（同５６９．７％増）、経常利益１２億２千９百万円（同 ４５３．７％増）、四

半期純利益１億４千８百万円（同５９．２％増）となりました。 

 なお、四半期純利益は、１００％子会社である株式会社キヨリックス三重に固定資産を譲渡したことに伴

う特別損失の影響を受けております。 

 

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報 

＜資産＞ 

 流動資産は、１４１億２千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ１８億５千１百万円増加しました。

これは、現金及び預金が１０億８千万円、受取手形及び売掛金が４億２千１百万円それぞれ増加したことな

どによります。 

 固定資産は、４３億６千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１２億５千８百万円減少しました。こ

れは、土地が９億１百万円、投資有価証券が２億８千３百万円それぞれ減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、１８４億８千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億９千２百万円増加しま

した。 

＜負債＞ 

 流動負債は、３７億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億９千万円増加しました。これは、支払

手形及び買掛金が８億５千３百万円増加したことなどによります。 

 固定負債は、７億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ９千１百万円減少しました。これは、繰

延税金負債が１億４千１百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、４４億４千万円となり、前連結会計年度末に比べ６億９千８百万円増加しました。 

＜純資産＞ 

 純資産合計は、１４０億４千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億５百万円減少しました。これ

は、利益剰余金が６千７百万円増加し、その他有価証券評価差額金が１億７千２百万円減少したことなどに

よります。 

 

 

 (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期連結会計期間以降における当社を取り巻く事業環境は、為替変動の影響やレアアース等の輸入

原料の入手困難が見込まれ、不透明感がきわめて強くなってくるものと思われます。また、家電や自動車の

前倒し需要を生んだ政策の打ち切りが今後の業績に与える影響も懸念されます。 

 セラミック原料、電子部材両部門の供給先業界では液晶テレビをはじめとして全般的に在庫過剰が見られ、

今後生産調整が行われる可能性が高いと予想され業績の維持には厳しさが伴うものと考えております。 

 なお、当社グループの通期業績予想は、平成２２年１０月２８日に公表した通りで変更はありません。 

 

 なお、業績予想につきましては、現時点で当社が入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業

績は今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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２．その他の情報 

(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. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の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等を使用しております。 

 

2. 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

 

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

算定する方法によっております。 

 

4. 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上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 

  （会計処理基準に関する事項の変更） 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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売上総利益、営業利益及び経常利益が 0 百万円、税金等

調整前四半期純利益が 6 千 2 百万円それぞれ減少しております。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 6千 5百万円であります。 

   

  （表示方法の変更） 

（四半期連結貸借対照表関係） 

 前第２四半期連結会計期間において、流動資産に区分掲記していた「有価証券」は重要性が乏しい 

ため、当第２四半期連結会計期間より、流動資産の「その他」に含めております。 

 

   （四半期連結損益計算書関係） 

「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）の適用に伴い、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」の科目を表示しております。 
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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 5,054,672 3,974,600

受取手形及び売掛金 4,468,329 4,046,905

商品及び製品 1,678,865 1,519,956

仕掛品 344,652 318,831

原材料及び貯蔵品 237,625 203,259

繰延税金資産 205,911 146,748

関係会社短期貸付金 2,000,000 2,000,000

その他 132,642 61,253

貸倒引当金 △1,000 △900

流動資産合計 14,121,698 12,270,654

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 707,857 726,245

機械装置及び運搬具（純額） 749,276 817,173

土地 1,239,961 2,141,926

その他（純額） 124,692 122,182

有形固定資産合計 2,821,788 3,807,528

無形固定資産 6,030 6,430

投資その他の資産   

投資有価証券 1,427,606 1,711,328

その他 109,811 98,158

投資その他の資産合計 1,537,417 1,809,486

固定資産合計 4,365,236 5,623,445

資産合計 18,486,935 17,894,100
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,101,682 2,247,813

未払法人税等 196,175 229,352

未払費用 187,216 183,234

その他 219,849 254,084

流動負債合計 3,704,923 2,914,485

固定負債   

繰延税金負債 92,805 234,092

資産除去債務 65,403 －

退職給付引当金 424,050 449,833

役員退職慰労引当金 153,520 143,740

固定負債合計 735,779 827,665

負債合計 4,440,702 3,742,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387,198 2,387,198

資本剰余金 1,711,759 1,711,759

利益剰余金 9,380,768 9,313,011

自己株式 △21,932 △21,412

株主資本合計 13,457,793 13,390,556

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 588,439 761,392

評価・換算差額等合計 588,439 761,392

純資産合計 14,046,232 14,151,949

負債純資産合計 18,486,935 17,894,100
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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 5,035,811 7,416,997

売上原価 4,183,912 5,485,800

売上総利益 851,898 1,931,197

販売費及び一般管理費 672,578 730,224

営業利益 179,320 1,200,972

営業外収益   

受取利息 12,724 10,669

受取配当金 14,537 16,224

その他 15,565 8,456

営業外収益合計 42,826 35,350

営業外費用   

為替差損 － 6,611

その他 75 8

営業外費用合計 75 6,620

経常利益 222,071 1,229,702

特別利益   

貸倒引当金戻入額 128 －

固定資産売却益 33,720 96

特別利益合計 33,848 96

特別損失   

固定資産処分損 2,855 912,213

投資有価証券評価損 77,738 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 61,548

特別損失合計 80,594 973,761

税金等調整前四半期純利益 175,325 256,037

法人税、住民税及び事業税 83,426 190,531

法人税等調整額 △1,355 △82,981

法人税等合計 82,070 107,549

少数株主損益調整前四半期純利益 － 148,487

四半期純利益 93,255 148,487
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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 175,325 256,037

減価償却費 203,868 172,876

固定資産処分損益（△は益） △30,864 912,116

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,253 100

投資有価証券評価損益（△は益） 77,738 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,142 △25,782

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,865 9,780

受取利息及び受取配当金 △27,261 △26,893

売上債権の増減額（△は増加） △767,178 △421,424

たな卸資産の増減額（△は増加） 636,025 △219,095

仕入債務の増減額（△は減少） 325,558 853,869

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 61,548

その他 42,384 △127,747

小計 616,066 1,445,383

利息及び配当金の受取額 27,261 26,856

法人税等の支払額 △6,117 △217,350

営業活動によるキャッシュ・フロー 637,210 1,254,889

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △400,000 △100,000

定期預金の払戻による収入 400,000 100,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △382,486 △80,169

有形固定資産の売却による収入 33,720 1,000

投資有価証券の取得による支出 △6,860 △6,956

保険積立金の積立による支出 △87,893 △11,347

その他 △15 △1,212

投資活動によるキャッシュ・フロー △443,535 △98,685

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △80,733 △80,635

その他 △545 △519

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,278 △81,155

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,746 5,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 114,142 1,080,079

現金及び現金同等物の期首残高 2,683,555 3,294,775

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,797,698 4,374,854

共立マテリアル㈱ (1702)　平成23年３月期　第２四半期決算短信 

7



(4)　継続企業の前提に関する注記

　　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）

　　　該当事項はありません。

(5)　セグメント情報等

【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）

セラミック原料
（千円）

電子部材
（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
2,683,022 2,352,789 5,035,811 － 5,035,811

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － － － －

2,683,022 2,352,789 5,035,811 － 5,035,811
120,704 268,675 389,379 (210,059) 179,320

(注) 1. 事業区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。
2. 各事業区分の主要製品等

(1)セラミック原料 … カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸リチウム等
(2)電子部材　　　 … 電子部品用セラミック原料、充填材等

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

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）

東南アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,625,965 33,852 1,659,817 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 5,035,811 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(%)

(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、次の通りであります。

(1)東南アジア･･･ 中国、台湾、韓国、マレーシアほか
(2)その他　　･･･ スリランカ、米国ほか

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。

33.0 

　営業利益

当社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありませ
ん。

計

32.3 0.7 
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【セグメント情報】

（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。

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諸表が入手可能であり、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。
　　当社は、本社に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品・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。
　　従って、当社は事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「セラミック原
　料」及び「電子部材」の２つを報告セグメントとしております。
　　「セラミック原料」は陶磁器原料、ガラス原料及びファインセラミックス原料の製造販売をしておりま
　す。「電子部材」は電子部品用セラミック原料等の製造販売をしております。

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）

(単位：千円)

セラミック原料 電子部材 計

　売上高
(1) 外部顧客に対する

売上高
3,857,452 3,559,545 7,416,997 － 7,416,997

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － － － －

3,857,452 3,559,545 7,416,997 － 7,416,997
411,597 1,010,639 1,422,237 △221,264 1,200,972

(注) 1. セグメント利益の調整額△221,264千円には、全社費用△221,264千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。

2. 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。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　当第２四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変
　動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。

(6)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　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）

　　　該当事項はありません。

調整額
（注）1

四半期連結損益
計算書計上額

（注）2

報告セグメント

　セグメント利益
計
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