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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 19,520 18.9 337 20.5 319 22.4 181 19.8
22年3月期第2四半期 16,422 △20.4 280 △19.1 261 △23.2 151 △22.7

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 19.97 ―

22年3月期第2四半期 16.67 ―

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 14,265 5,004 35.1 551.88
22年3月期 13,897 4,923 35.4 542.97

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,004百万円 22年3月期  4,923百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 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 37,000 9.0 700 15.6 650 15.4 400 30.2 44.11



(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 
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ. ２ 「２. 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  10,000,000株 22年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  931,669株 22年3月期  931,669株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  9,068,331株 22年3月期2Q  9,069,457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わが国経済は、新興国による好調な外需や世界各国の経済対策の効果により景気は

緩やかな回復を見せてはおりましたが、欧州発の金融不安の顕在化による海外経済の減速や株価の急落、国内にお

いては更なる円高の進行やデフレの懸念等により、先行き不透明な状況となっております。 

 このような状況のもと、当グループにおきましても、国内外に亘って厳しい経営環境とはなりましたものの、積

極的な営業活動や販売効率の改善、海外事業戦略の強化に努めました結果、当グループの主力商品である顔料・無

機化学品等の化成品や機能性樹脂・衛生材料等の合成樹脂の復調、誘電体関連原料等の電子材料の伸長により、当

第２四半期連結累計期間の経営成績は総じて回復基調となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ ％増の 百万

円となり、連結営業利益は ％増の 百万円、連結経常利益は ％増の 百万円、連結四半期純利益は

％増の 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における資産合計は、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

百万円増加し、負債合計は、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 百万円増加しまし

た。 

 また、純資産合計は、 百万円増加しました。主な増加は四半期純利益 百万円であり、主な減少は剰余金の

配当 百万円であります。  

（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、わが国経済は、経済政策効果の息切れによる個人消費の低迷や長引く円高がもた

らす企業業績の悪化への懸念など経営環境は未だ厳しい状況にあります。 

 このような状況のもと、当グループは既存の商権をしっかり守りながらも、変化をビジネスチャンスと捉え、ス

ピード感を持って新市場・新商品の開発に全力を挙げ、売上の達成に努めます。利益面につきましても、付加価値

の高い機能性製品の取扱いを増やすとともに、経営の効率化を推進して利益の確保に努める所存です。 

 よって、平成22年５月10日の決算短信で発表の連結業績予想に変更はございません。  

（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する方法を

適用しております。 

   ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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を適用しております。  

  特有の会計処理 

   税金費用の計算 

    税金費用については、当第２四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 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

  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、営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円減少し、税金等調整前四半期純利益は 千円減少し

ております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

18.9 19,520

20.5 337 22.4 319 19.8

181

368 287

80 181

72

２．その他の情報

215 9,682



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 3,178,877 3,656,940

受取手形及び売掛金 9,505,671 8,725,101

商品 875,782 797,441

その他 167,335 155,375

貸倒引当金 △29,406 △28,013

流動資産合計 13,698,260 13,306,845

固定資産   

有形固定資産 130,371 133,467

無形固定資産 12,855 13,871

投資その他の資産   

その他 461,261 506,061

貸倒引当金 △36,833 △62,761

投資その他の資産合計 424,427 443,300

固定資産合計 567,653 590,639

資産合計 14,265,914 13,897,484

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,145,740 7,879,277

短期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 130,070 103,915

引当金 91,857 95,159

その他 137,672 163,835

流動負債合計 9,105,340 8,842,187

固定負債   

引当金 125,062 93,426

その他 30,856 38,044

固定負債合計 155,919 131,471

負債合計 9,261,259 8,973,658

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,471 697,471

利益剰余金 3,731,372 3,622,840

自己株式 △188,621 △188,621

株主資本合計 5,060,222 4,951,691

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,546 49,209

繰延ヘッジ損益 4,347 △2,070

為替換算調整勘定 △97,462 △75,003

評価・換算差額等合計 △55,568 △27,865

純資産合計 5,004,654 4,923,826

負債純資産合計 14,265,914 13,897,484



（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 16,422,597 19,520,146

売上原価 15,393,848 18,385,444

売上総利益 1,028,749 1,134,701

販売費及び一般管理費 748,272 796,774

営業利益 280,476 337,927

営業外収益   

受取利息 1,072 1,128

受取配当金 5,063 5,140

その他 1,513 1,202

営業外収益合計 7,650 7,471

営業外費用   

支払利息 2,996 2,515

支払保証料 14,579 16,130

売上割引 5,904 6,730

その他 3,470 363

営業外費用合計 26,950 25,739

経常利益 261,177 319,660

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,573 737

特別利益合計 1,573 737

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,467

特別損失合計 － 9,467

税金等調整前四半期純利益 262,751 310,930

法人税等 111,559 129,851

少数株主損益調整前四半期純利益 － 181,078

四半期純利益 151,192 181,078



 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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