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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）

 (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 12,810 28.7 1,437 12.2 1,350 6.1 864 14.9

22年３月期第２四半期 9,955 △25.6 1,281 △48.6 1,272 △52.8 752 △52.0

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 21.01 －

22年３月期第２四半期 18.28 －

 (2) 連結財政状態

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 45,140 31,632 70.1 768.77

22年３月期 42,452 32,210 75.9 782.80

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 31,627百万円 22年３月期 32,205百万円

2. 配当の状況

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 － 8.00 － 8.00 16.00

23年３月期 － 8.00

23年３月期(予想) － 8.00 16.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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 27,000 1.8 2,410 △43.3 2,410 △45.9 1,470 △39.6 35.73

s8956
FASF会員マーク



  

 

 
(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）３ページ「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

  新規  －社 (     －     )、除外  －社 (     －     )

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更に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 ： 有

 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。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 41,388,682株 22年３月期 41,388,682株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 247,768株 22年３月期 247,101株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 41,141,196株 22年３月期２Ｑ 41,143,988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、猛暑による個人消費の増加や輸出の回復による企業

収益の改善、設備投資の持ち直しなど改善傾向が見られたものの、海外経済の減速や円高の進行などを背

景とする先行き不透明感が漂う状況で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）の売上高は、全般的な需要の回復に伴う

販売数量の増加により、128億１千万円となり、前年同四半期比28.7％の大幅な増収となりました。 

しかしながら、コストアップや円高の影響により、営業利益は14億３千７百万円、経常利益は13億５千

万円となり、前年同四半期に比べ、それぞれ12.2％および6.1％の増益にとどまりました。また、四半期

純利益は環境対策引当金の戻し入れなどもあり、８億６千４百万円となり、前年同四半期に比べ、14.9％

の増益となりました。 

なお、製品別の売上状況については、次の通りであります。  

・人造黒鉛電極は、50億８千５百万円となり、前年同四半期に比べ40.9％の増収となりました。 

・アルミニウム製錬用炭素製品は、49億６千万円になり、前年同四半期に比べ22.2％の増収となりまし

た。 

・特殊炭素製品は、12億１千７百万円となり、前年同四半期に比べ44.6％の増収となりました。 

・粉体及びその他炭素製品は、15億４千７百万円となり、前年同四半期に比べ7.0％の増収となりまし

た。 

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

総資産は、前連結会計年度末と比較して26億８千８百万円増加して、451億４千万円となりました。主

な増加は、設備投資による建設仮勘定の増加53億５千４百万円および現金及び預金の増加22億８千５百万

円であり、主な減少は、所有株式時価の下落による投資有価証券の減少18億５千９百万円、受取手形及び

売掛金の減少16億８千５百万円、機械装置及び運搬具（純額）の減少８億５百万円および仕掛品の減少５

億３千２百万円です。 

負債は、前連結会計年度末と比較して32億６千５百万円増加して、135億８百万円となりました。主な

増加は、長期借入金の増加50億円および設備投資に伴う未払金の増加等による流動負債その他の増加４億

７千２百万円であり、主な減少は、投資有価証券の時価下落等による繰延税金負債の減少７億６千１百万

円、未払法人税等の減少７億１千８百万円および短期借入金の減少６億円です。 

少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末と比較して５億７千７百万円減少して、316億３千

２百万円となりました。主な増加は、利益剰余金の増加５億３千５百万円であり、主な減少は、その他有

価証券評価差額金の減少11億１千２百万円です。  

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の75.9％から70.1％となりました。 

  

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

 資産、負債及び純資産の状況
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通期の見通しにつきましては、景気浮揚策の終焉に加え史上 高値に迫る円高が続き輸出の落ち込みが

懸念され、国内需要の回復もはかばかしくない状況が予想されます。 

主要原料であるコークス価格やエネルギー価格についても円高による抑制効果はある程度見込めるもの

の需給面からは上昇が予想され、当社を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いております。  

このような状況のもと、当社といたしましては、国内外で拡販に努めるとともにコスト削減に注力し、

激烈な国際競争に負けない強固な企業体質を確立することによって、業績の向上に取り組んでまいりたい

と存じます。 

平成23年３月期の通期業績予想につきましては、連結売上高270億円(前期比1.8%増)、連結営業利益24

億１千万円(前期比43.3%減)、連結経常利益24億１千万円(前期比45.9%減)、連結当期純利益14億７千万円

(前期比39.6%減)を見込んでおります。 

本業績予想において下期の外国為替レートは１ドルにつき80円、１ユーロにつき110円で算出しており

ます。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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ので、前連結会計年度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によっております。 

当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する方法を採用しております。 

 なお、「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」を一括記載しております。 

  

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。 

なお、これによる営業利益、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。

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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

①簡便な会計処理

 (法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法)

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

 (税金費用の計算)

(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等の適用)
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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 3,586 1,300

受取手形及び売掛金 6,544 8,229

商品及び製品 2,219 2,234

仕掛品 7,745 8,277

原材料及び貯蔵品 993 1,024

その他 374 311

貸倒引当金 △13 △16

流動資産合計 21,451 21,361

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,351 3,471

機械装置及び運搬具（純額） 6,039 6,844

土地 1,300 1,301

建設仮勘定 7,504 2,149

その他（純額） 206 173

有形固定資産合計 18,402 13,940

無形固定資産 99 95

投資その他の資産

投資有価証券 4,970 6,830

その他 227 232

貸倒引当金 △10 △7

投資その他の資産合計 5,188 7,055

固定資産合計 23,689 21,091

資産合計 45,140 42,452
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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)

負債の部

流動負債

買掛金 2,130 2,220

短期借入金 1,500 2,100

未払法人税等 591 1,310

賞与引当金 293 260

その他 1,911 1,438

流動負債合計 6,426 7,329

固定負債

長期借入金 5,000 －

繰延税金負債 346 1,108

退職給付引当金 1,321 1,326

環境対策引当金 351 430

その他 62 47

固定負債合計 7,081 2,912

負債合計 13,508 10,242

純資産の部

株主資本

資本金 5,913 5,913

資本剰余金 5,247 5,247

利益剰余金 19,116 18,581

自己株式 △137 △136

株主資本合計 30,140 29,605

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,487 2,600

評価・換算差額等合計 1,487 2,600

少数株主持分 4 4

純資産合計 31,632 32,210

負債純資産合計 45,140 42,452
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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 9,955 12,810

売上原価 7,316 9,804

売上総利益 2,639 3,006

販売費及び一般管理費 1,357 1,569

営業利益 1,281 1,437

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 63 56

不動産賃貸料 56 52

雑収入 32 36

営業外収益合計 152 145

営業外費用

支払利息 11 8

不動産賃貸原価 10 12

為替差損 131 208

雑支出 7 3

営業外費用合計 161 231

経常利益 1,272 1,350

特別利益

貸倒引当金戻入額 4 3

固定資産売却益 － 20

環境対策引当金戻入額 － 77

特別利益合計 4 101

特別損失

固定資産除却損 27 23

特別損失合計 27 23

税金等調整前四半期純利益 1,249 1,428

法人税等 497 564

少数株主損益調整前四半期純利益 － 864

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益 752 864
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該当事項はありません。 

  

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) 

当社及び連結子会社は単一の事業を専業的に営んでおりますので、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。 

  

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) 

当社は在外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。 

  

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) 
  

 
(注) １ 海外売上高は、当社の本邦以外への売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

米州…………………カナダ、米国、ブラジル、ベネズエラ 

アジア・中近東……カタール、韓国、アラブ首長国連邦、バーレーン 

欧州…………………ノルウェー、ドイツ、ギリシア、フランス 

その他の地域………オーストラリア、モザンビーク、南アフリカ、エジプト 
  
  

当社及び連結子会社は、炭素製品の製造・販売を主な事業とする単一セグメントであるため、記載

を省略しております。 

  

（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。 

  

 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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

米州 アジア・中近東 欧州 その他の地域 計

① 海外売上高(百万円) 803 3,241 768 786 5,600

② 連結売上高(百万円) 9,955

③ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

8.1 32.6 7.7 7.9 56.3

【セグメント情報】

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ＳＥＣカーボン㈱(5304)　平成23年３月期　第２四半期決算短信　

- 7 -




