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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 68,809 14.5 1,338 86.1 1,769 115.9 1,196 183.3
22年3月期第2四半期 60,120 △26.1 719 △45.5 819 △42.9 422 △53.9

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 28.65 ―
22年3月期第2四半期 10.11 ―

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 51,096 13,905 27.0 330.04
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2四半期  13,783百万円 22年3月期  13,300百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 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、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 144,800 15.4 2,320 18.2 2,700 13.2 1,700 9.9 40.71



(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  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 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 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2Q  16,576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2Q 41,763,447株 22年3月期2Q 41,763,502株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府の経済対策を背景に、個

人消費が持ち直す等、緩やかな回復の動きが見られましたが、デフレの影響や厳しい雇用情勢が続き、

更に、円高や株価下落などによる景気の下振れリスクが強まる状況となりました。 

世界経済は、中国を中心としてアジアの堅調な成長が続いたものの、欧米での失業率の高止まり等に

よる景気減速や、中国経済の成長鈍化が懸念される等、景気の先行きは不透明な状態となっています。

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、中国からの

鉱産物・難燃剤関連製品の取扱増、及び同国国内需要の拡大に伴う同国向け輸出や在中国子会社の取引

増により、当第2四半期連結累計期間の当社グループの売上高は688億9百万円（前年同期比14.5％

増）、営業利益は13億3千8百万円（同86.1％増）となりました。 

また、主に自動車部品分野の事業投資先からの持分法による投資利益が拡大し、経常利益につきまして

は17億6千9百万円（同115.9％増）となり、四半期純利益につきましても11億9千6百万円（同183.3％

増）と前年同期を上回る結果となりました。 

  

  

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比6億6千6百万円増加の510億9千6百万円

となりました。  

 流動資産は主に商品の増加等により、前連結会計年度末比11億3千万円増加の406億9千7百万円となり

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4億6千4百万

円減少の103億9千8百万円となりました。  

 流動負債は主に短期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末比23億8千2百万円増加の350

億4千万円となりました。  

 固定負債は主に長期借入金の減少等により前連結会計年度末比22億4百万円減少の21億5千万円となり

ました。  

 また、純資産の部は利益剰余金が増加しましたが、株価下落によるその他有価証券評価差額金の減少

等もあり前連結会計年度末比4億8千8百万円増加の139億5百万円となりました。  

 この結果、自己資本比率は27.0％となりました。 

  

  

当第2四半期連結累計期間の業績は予想を上回って推移しておりますが、国内外経済ともに先行きの

事業環境が不透明であり、平成22年8月9日付にて公表いたしました通期業績予想を据え置くことと致し

ました。  

  

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

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、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、66百万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、当第2四半期連結累計期間の営業利益、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 2,302 2,358

受取手形及び売掛金 32,079 32,383

商品 4,951 3,696

その他 1,711 1,518

貸倒引当金 △347 △389

流動資産合計 40,697 39,567

固定資産   

有形固定資産 627 647

無形固定資産 295 164

投資その他の資産   

投資有価証券 7,919 8,391

その他 2,142 2,311

貸倒引当金 △586 △652

投資その他の資産合計 9,476 10,050

固定資産合計 10,398 10,862

資産合計 51,096 50,429

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,390 25,110

短期借入金 8,256 6,464

未払法人税等 501 345

賞与引当金 74 34

その他 817 704

流動負債合計 35,040 32,657

固定負債   

長期借入金 － 2,000

退職給付引当金 299 287

役員退職慰労引当金 105 136

負ののれん 29 32

その他 1,716 1,898

固定負債合計 2,150 4,354

負債合計 37,191 37,012
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(単位：百万円)

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 4,024 4,024

資本剰余金 2,761 2,761

利益剰余金 7,000 5,804

自己株式 △3 △3

株主資本合計 13,782 12,586

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 688 1,194

繰延ヘッジ損益 △23 17

為替換算調整勘定 △664 △496

評価・換算差額等合計 0 714

少数株主持分 121 116

純資産合計 13,905 13,417

負債純資産合計 51,096 50,429
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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：百万円)

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 60,120 68,809

売上原価 55,689 63,865

売上総利益 4,431 4,943

販売費及び一般管理費 3,712 3,605

営業利益 719 1,338

営業外収益   

受取利息 16 14

受取配当金 43 46

負ののれん償却額 3 3

持分法による投資利益 125 450

その他 33 47

営業外収益合計 222 561

営業外費用   

支払利息 64 67

手形売却損 13 12

売掛金売却損 12 11

その他 32 38

営業外費用合計 122 130

経常利益 819 1,769

特別利益   

関係会社株式売却益 － 68

貸倒引当金戻入額 30 32

その他 0 0

特別利益合計 30 102

特別損失   

投資有価証券評価損 25 －

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 － 65

その他 4 4

特別損失合計 56 70

税金等調整前四半期純利益 793 1,800

法人税、住民税及び事業税 136 552

法人税等調整額 223 45

法人税等合計 360 598

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,202

少数株主利益 10 6

四半期純利益 422 1,196
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 【第２四半期連結会計期間】 
(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 30,370 33,729

売上原価 28,139 31,162

売上総利益 2,230 2,566

販売費及び一般管理費 2,020 1,895

営業利益 209 670

営業外収益   

受取利息 8 9

受取配当金 12 16

負ののれん償却額 1 1

持分法による投資利益 119 235

その他 19 34

営業外収益合計 161 297

営業外費用   

支払利息 32 34

為替差損 － 22

手形売却損 6 7

売掛金売却損 5 5

その他 15 14

営業外費用合計 59 85

経常利益 311 882

特別利益   

その他 0 4

特別利益合計 0 4

特別損失   

固定資産除却損 － 1

投資有価証券評価損 20 －

その他 0 －

特別損失合計 21 1

税金等調整前四半期純利益 290 885

法人税、住民税及び事業税 50 289

法人税等調整額 70 △10

法人税等合計 121 279

少数株主損益調整前四半期純利益 － 605

少数株主利益 5 1

四半期純利益 164 604
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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理しました。 

 当社は原告側の損害賠償請求は不当であるとして、中国での訴訟手続に従って適切に対応をしており

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。訴訟では両社が安

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。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したが、両社は相手方が求めてき

ている損害賠償の責任はないものと判断しこれに応じず、継続して訴訟手続きを進めております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

その他
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