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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 105,822 13.7 2,140 73.2 2,713 83.5 1,781 121.9
22年3月期第3四半期 93,042 △21.5 1,236 △36.1 1,478 △30.2 802 △39.4

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 42.66 ―
22年3月期第3四半期 19.22 ―

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 57,899 14,707 25.2 349.16
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3四半期  14,582百万円 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」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3Q 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3Q  16,638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3Q 41,763,428株 22年3月期3Q 41,763,491株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の需要拡大に伴う輸出増加や政府の経済対

策を背景に、企業業績等は一部回復の兆しが見られるものの、円高や株式市場の低迷に加え、デフレや

厳しい雇用情勢などが影響し、景気の先行き不透明感が払拭されない状況が続いております。 

世界経済においては、アジアでは中国を中心に成長を続け、欧米においても失業率の高止まり等下押

し要因は残るものの、政策効果もあり景気は総じて緩やかに回復しています。 

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3四半期連結累計期間の当社グループの売上高は1,058億2千2百万円（前年同期比13.7％

増）、営業利益は21億4千万円（同73.2％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27億1千3百万円（同83.5％増）となり、四半期純利益につきましても17億8千1百万円（同121.9％

増）と前年同期を大きく上回る結果となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比74億6千9百万円増加の578億9千9百万

円となりました。  

 流動資産は主に取引の増加と第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったことに伴う期末

日の未落丁並びに売上債権流動化の低減により売上債権が増加したため、前連結会計年度末比73億5千5

百万円増加の469億2千2百万円となりました。  

 固定資産は主に新会計システム導入に伴う無形固定資産が増加したため、前連結会計年度末比1億1千

4百万円増加の109億7千6百万円となりました。  

 流動負債は取引の増加と金融機関の休日に伴い仕入債務及び未払金等が増加したことに加え、短期借

入金が増加したことにより、前連結会計年度末比82億2千6百万円増加の408億8千4百万円となりまし

た。  

 固定負債は長期借入金の減少等により前連結会計年度末比20億4千7百万円減少の23億7百万円となり

ました。  

 また、純資産の部は利益剰余金の増加等により前連結会計年度末比12億9千万円増加の147億7百万円

となりました。 

 この結果、自己資本比率は25.2％となりました。 

  

  

平成22年8月9日付にて公表いたしました通期連結業績予想を修正しておりません。  

  

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 

   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3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は、それぞれ1百万円、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   

  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3四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 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 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３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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 93,042 105,822

売上原価 86,273 98,304

売上総利益 6,768 7,518

販売費及び一般管理費 5,532 5,377

営業利益 1,236 2,140

営業外収益   

受取利息 24 19

受取配当金 77 82

負ののれん償却額 5 4

持分法による投資利益 285 583

その他 58 74

営業外収益合計 451 764

営業外費用   

支払利息 105 101

手形売却損 18 17

売掛金売却損 16 15

その他 68 57

営業外費用合計 208 191

経常利益 1,478 2,713

特別利益   

関係会社株式売却益 － 68

貸倒引当金戻入額 33 18

その他 0 0

特別利益合計 34 87

特別損失   

投資有価証券評価損 22 8

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 5

特別損失合計 54 78

税金等調整前四半期純利益 1,458 2,722

法人税、住民税及び事業税 311 885

法人税等調整額 329 44

法人税等合計 641 930

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,791

少数株主利益 13 9

四半期純利益 802 1,781
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【第３四半期連結会計期間】 
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 32,921 37,012

売上原価 30,584 34,438

売上総利益 2,337 2,574

販売費及び一般管理費 1,820 1,786

営業利益 516 787

営業外収益   

受取利息 7 5

受取配当金 34 36

負ののれん償却額 1 1

持分法による投資利益 160 132

その他 24 27

営業外収益合計 228 202

営業外費用   

支払利息 40 33

手形売却損 4 5

売掛金売却損 4 3

その他 36 18

営業外費用合計 86 60

経常利益 659 929

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 2 －

貸倒引当金戻入額 3 －

その他 － 0

特別利益合計 5 0

特別損失   

投資有価証券評価損 － 8

その他 0 0

特別損失合計 0 8

税金等調整前四半期純利益 665 921

法人税、住民税及び事業税 174 333

法人税等調整額 106 △0

法人税等合計 281 332

少数株主損益調整前四半期純利益 － 588

少数株主利益 3 3

四半期純利益 380 585
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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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中国鋳物用コークスの製造販売契約に係る訴訟、並びに当社持分法適用会社における訴訟関連につきま

しては平成２３年３月期第２四半期決算短信（平成２２年１１月８日開示）の内容と変化はなく、当

社、並びに当社持分法適用会社は夫々適切に対応を進めております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

その他
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