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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 19,280 25.2 2,770 67.4 2,865 65.6 1,669 56.4
22年3月期第3四半期 15,403 △27.0 1,655 △13.3 1,731 △13.8 1,067 △5.2

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3四半期 84.75 ―
22年3月期第3四半期 54.18 ―

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3四半期 28,542 22,420 78.5 1,138.17
22年3月期 26,567 21,194 79.8 1,075.87

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  22,420百万円 22年3月期  21,194百万円

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 ― 6.00 ― 10.00 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、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 24,920 18.5 3,270 32.0 3,380 31.2 1,990 26.2 101.02



(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】P3「1.当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P3～4「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3Q 20,680,000株 22年3月期  20,680,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  981,340株 22年3月期  979,873株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 19,699,290株 22年3月期3Q  19,700,394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 

当第3四半期連結累計期間(平成22年4月1日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、個人消 

費がエコポイント等の経済対策に伴う情報技術関連の需要拡大等により増加したことや新興国向け

輸出が堅調に推移したことにより、緩やかな景気回復基調を見せたものの、一方で雇用環境が依然

として厳しいまま推移し、更に秋以降は円高の進行、経済対策効果の終息、縮小による消費の反動

減など、先行き不透明感を払拭できない状況が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは引き続き、新製品や新規用途開発品を中心に販売数量・

生産数量の確保・拡大、低コスト体質の強化に努めた結果、当第 3四半期連結累計期間の売上高は、

主力の薬品部門の販売数量増、主要原料の非鉄金属相場上昇に伴う売価アップに加え、建材部門も

新規取引先向けの増加や新製品の拡販もあり、当社グループ全体では前年同期比 3,877 百万円 

25.2％増の 19,280 百万円となりました。利益面では、薬品部門の増収効果、生産数量増に伴う固定

費負担の軽減、非鉄金属相場上昇による売価アップが原料消費価格上昇に先行したメリット等に加

え、前年同期の利益が低水準であったこともあり、営業利益は前年同期比 1,115 百万円 67.4％増の

2,770 百万円と大幅に増加しました。経常利益は前年同期比 1,134 百万円 65.6％増の 2,865 百万円

と営業利益に連動して、大幅に増加しました。また、四半期純利益は、資産除去債務会計基準適用

に伴う影響額 98 百万円を特別損失として計上し、さらに法人税等が前年同期比 445 百万円増加しま

したが、上記のとおり営業利益が大幅に増加したこと及び前年同期に計上した投資有価証券評価損

が発生せず、前年同期比 602 百万円 56.4%増の 1,669 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3四半期連結会計期間末における流動資産は、売上増に伴う売上債権の増加や、生産数量増、

非鉄金属相場上昇に伴う原材料等の棚卸資産の増加により、前連結会計年度末比2,179百万円増の

18,750百万円となりました。また、固定資産は、有形固定資産での減価償却費による減少があり、

前連結会計年度末比204百万円減の9,791百万円となりました。この結果、総資産は前連結会計年度

末に比べ、1,975百万円増の28,542百万円となりました。 

一方、負債は生産数量増に伴う仕入債務の増加等により、流動負債が増加し、負債合計は前連結

会計年度末比749百万円増の6,122百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金が増加したことにより前連結会計年度末比1,225百万円増の22,420百万円と

なりましたが、総資産がより増加したため、自己資本比率は前連結会計年度末の79.8%から78.5%と

なりました。 

 

（キャッシュ・フローについて） 

当第 3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動に

よるキャッシュ・フローで 259 百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで 669 百万円減

少、財務活動によるキャッシュ・フローで 21 百万円増加し、この結果、当第３四半期連結会計期

間末は、前連結会計年度末に比べ 390 百万円減少し、6,187 百万円となりました。また、前年同

期比では 989 百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、259百万円の増加(前年同期は1,580
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百万円の資金の増加)となりました。この主な要因は、棚卸資産の増加額 1,303 百万円、法人税等

の支払額 1,273 百万円、売上債権の増加額 1,272 百万円等があったものの、税金等調整前四半期

純利益が 2,752 百万円、減価償却費 738 百万円、仕入債務の増加額 659 百万円等により資金が増

加したことであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金は、669百万円の減少(前年同期は1,431

百万円の資金の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が 501 百万

円あったこと等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 3 四半期連結累計期間における財務活動による資金は、21 百万円の増加(前年同期は 105

百万円の資金の減少)となりました。この主な要因は、配当金の支払い額が 356 百万円あったもの

の、短期借入金の純増額が 424 百万円あったこと等であります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

    平成 22 年 11 月 5日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

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簡便な会計処理 

1)一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第 3四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貸倒見積高を算定してお 

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。 

 

  ②特有の会計処理 

税金費用の計算 

   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。 
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(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 

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 1,881 千円、

税金等調整前四半期純利益は 100,348 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 103,219 千円であります。 

 

追加情報 

退職給付引当金 

  当社は、税制適格退職年金制度および退職一時金制度を採用しておりましたが、平成 22年 6 月 1

日付けで税制適格退職年金制度を確定給付企業年金制度に移行し、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業会計基準適用指針第 1号）を適用しております。なお、本移行による損益に与

える影響は軽微であります。 



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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 6,487,183 6,877,412

受取手形及び売掛金 8,339,668 7,068,477

商品及び製品 1,038,236 761,521

仕掛品 996,644 832,955

原材料及び貯蔵品 1,619,064 756,278

繰延税金資産 236,813 237,432

その他 40,826 43,148

貸倒引当金 △7,450 △5,880

流動資産合計 18,750,987 16,571,347

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,268,790 2,530,537

その他（純額） 3,544,790 3,494,018

有形固定資産合計 5,813,581 6,024,555

無形固定資産 10,815 11,318

投資その他の資産   

投資有価証券 1,618,379 1,758,501

その他 2,367,706 2,220,339

貸倒引当金 △18,608 △18,608

投資その他の資産合計 3,967,477 3,960,233

固定資産合計 9,791,874 9,996,106

資産合計 28,542,861 26,567,453

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,951,401 2,292,244

短期借入金 784,000 360,000

未払法人税等 579,417 800,496

賞与引当金 246,646 385,000

役員賞与引当金 22,500 30,000

その他 725,346 646,889

流動負債合計 5,309,311 4,514,630

固定負債   

繰延税金負債 204,829 226,611

退職給付引当金 326,185 351,182

環境対策引当金 9,532 9,532

資産除去債務 104,966 －

その他 167,637 270,660

固定負債合計 813,151 857,985

負債合計 6,122,463 5,372,616
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,034,000 1,034,000

資本剰余金 545,674 545,602

利益剰余金 21,354,232 20,039,403

自己株式 △391,080 △390,045

株主資本合計 22,542,826 21,228,959

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45,125 129,235

為替換算調整勘定 △167,553 △163,358

評価・換算差額等合計 △122,428 △34,122

純資産合計 22,420,398 21,194,837

負債純資産合計 28,542,861 26,567,453
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 15,403,118 19,280,262

売上原価 12,112,288 14,818,495

売上総利益 3,290,830 4,461,767

販売費及び一般管理費 1,635,717 1,691,610

営業利益 1,655,112 2,770,156

営業外収益   

受取利息 3,759 11,671

受取配当金 32,670 34,914

不動産賃貸料 27,542 24,740

その他 38,933 53,797

営業外収益合計 102,905 125,123

営業外費用   

支払利息 9,323 9,970

売上割引 7,696 10,562

賃貸収入原価 9,544 8,767

その他 445 124

営業外費用合計 27,009 29,424

経常利益 1,731,008 2,865,855

特別利益   

貸倒引当金戻入額 561 －

特別利益合計 561 －

特別損失   

固定資産売却損 676 2,665

固定資産除却損 9,062 12,552

投資有価証券評価損 16,890 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 98,466

特別損失合計 26,628 113,683

税金等調整前四半期純利益 1,704,941 2,752,171

法人税等 637,569 1,082,749

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,669,422

四半期純利益 1,067,372 1,669,422
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 1,704,941 2,752,171

減価償却費 879,078 738,183

貸倒引当金の増減額（△は減少） △561 1,570

賞与引当金の増減額（△は減少） 110,000 △138,354

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 △7,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34,430 △24,996

長期未払金の増減額（△は減少） △30,668 △59,916

環境対策引当金の増減額（△は減少） △1,410 －

固定資産除却損 9,062 12,552

固定資産売却損益（△は益） 676 2,665

投資有価証券評価損益（△は益） 16,890 －

保険配当金 △481 －

受取利息及び受取配当金 △36,429 △46,585

支払利息 9,323 9,970

為替差損益（△は益） 2,554 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,535,870 △1,272,768

たな卸資産の増減額（△は増加） 107,200 △1,303,481

仕入債務の増減額（△は減少） 941,054 659,807

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,365 △94,401

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 98,466

その他 114,596 171,016

小計 1,282,890 1,498,398

利息及び配当金の受取額 36,431 44,543

利息の支払額 △9,323 △9,970

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 270,409 △1,273,680

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,580,407 259,291

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 400,000

定期預金の預入による支出 △200,000 △496,600

有形固定資産の取得による支出 △1,243,278 △501,532

有形固定資産の売却による収入 241 52

投資有価証券の取得による支出 △13,302 △1,001

関係会社株式の売却による収入 36,991 －

生命保険積立金の解約による収入 62,203 －

生命保険積立金の積立による支出 △69,294 △17,464

保険積立金の積立による支出 － △49,139

その他 △5,391 △3,945

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,431,830 △669,632
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 805,000 1,380,000

短期借入金の返済による支出 △615,000 △956,000

差入保証金の回収による収入 13,450 13,800

ファイナンスリース債務の返済による支出 △27,868 △58,732

自己株式の取得による支出 △555 △1,156

自己株式の売却による収入 － 194

配当金の支払額 △280,279 △356,446

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,254 21,658

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,138 △1,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,462 △390,228

現金及び現金同等物の期首残高 5,141,383 6,577,412

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,197,846 6,187,183
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（4）継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第 3四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4月 1日 至 平成 21 年 12 月 31 日）   （単位千円：千円未満切り捨て) 

 薬  品 

事  業 

建  材 

事  業 
計 

消 去 又 

は 全 社 
連  結 

 
売上高 

 (1) 外部顧客に対する売上高             
 (2) セグメント間の内部売上高 
     又は振替高 

13,796,048

－

1,607,070

－

15,403,118

－

 

－ 

－ 

15,403,118

－

計 13,796,048 1,607,070 15,403,118 － 15,403,118

 営業利益 1,668,996 302,316 1,971,313 (316,201) 1,655,112

（注）1.事業区分の方法 

     事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

   2.事業区分の主要製品 

      薬品事業    銅・錫・ニッケル・コバルト等の金属化合物、ナフテン酸・オクチル酸等の金属石鹸、電 

池用薬品、表面処理用光沢剤・添加剤、無電解ニッケルめっき液、めっき加工 

      建材事業    アルミ製よろい戸・観音開きよろい戸、鋼製雨戸、防火通気見切り縁、手摺・笠木等の住 

宅用建材製品、外装用パネル、制御盤用熱交換器「クールフィン」ほかその他建材製品 

 

【所在地別セグメント情報】 
 前第 3四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。 
 

【海外売上高】 
前第 3四半期連結累計期間（自 平成 21 年 4月 1日 至 平成 21 年 12 月 31 日）   （単位千円：千円未満切り捨て) 

  アジア・オセアニア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 2,400,259 20,252 2,420,511

Ⅱ 連結売上高 － － 15,403,118

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 15.6 0.1 15.7

（注）1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   2.各区分に属する主な国又は地域 

    アジア・オセアニア：東アジア及び東南アジア諸国、オーストラリア、ニュージーランド 

    その他      ：米国、ヨーロッパ諸国他 
  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。 
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セグメント情報 

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情報が入手可能であり、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。 
当社グループは、本社において「薬品事業」「建材事業」に関する国内及び海外の包括的な戦略を立案し、これを基に、 

「薬品事業」については、薬品営業本部、薬品生産本部、海外子会社等で、「建材事業」については建材本部で、具体的 
な事業活動を展開しております。 
また、「薬品事業」は、銅・錫・ニッケル・コバルト等の金属化合物、ナフテン酸・オクチル酸等の金属石鹸、電池用 

薬品、表面処理用光沢剤・添加剤、無電解ニッケルめっき液の製造販売及びめっき加工を行っております。「建材事業」 

はアルミ製よろい戸・観音開きよろい戸、鋼製雨戸、防火通気見切り縁、手摺・笠木等の住宅用建材製品、外装用パネ 

ル、制御盤用熱交換器「クールフィン」ほかその他建材製品の製造販売を行っております。 

  従って当社グループは、製品・サービス別セグメントから構成されている「薬品事業」及び「建材事業」の２つを報

告セグメントとしております。 
 

 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 3四半期連結累計期間（自 平成 22 年 4月 1日 至 平成 22 年 12 月 31 日） （単位千円：千円未満切り捨て) 

 
報告セグメント 

調整額 

(注)1 

四半期連結損益

計算書計上額

(注)2 薬品事業 建材事業 計 

 
売上高 

 (1) 外部顧客に対する売上高             
 (2) セグメント間の内部売上高 
     又は振替高 

17,025,828

－

2,254,433

－

19,280,262

－

 

－ 

－ 

19,280,262

－

計 17,025,828 2,254,433 19,280,262 － 19,280,262

 セグメント利益 2,415,111 654,928 3,070,040 △299,883 2,770,156

（注）1.セグメント利益の調整額△299,883 千円は各セグメントに配分していない全社費用であります。 

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 

   該当事項はありません。 

 

  （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。 

 

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

     該当事項はありません。 


