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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3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12月期第1四半期 34,940 △1.5 703 20.8 669 21.4 412 31.4
22年12月期第1四半期 35,461 29.5 582 493.9 550 605.1 313 ―

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12月期第1四半期 3.70 ―

22年12月期第1四半期 2.82 ―

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12月期第1四半期 58,400 14,679 25.1 131.49
22年12月期 58,968 14,782 25.0 132.40

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  14,644百万円 22年12月期  14,745百万円

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12月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

23年12月期 ―

23年12月期 
（予想）

0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12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）

（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

第2四半期 
(累計)

68,200 △0.5 650 △13.2 600 △17.8 320 △48.6 2.87

通期 138,700 1.2 1,380 △6.4 1,210 △10.6 640 △25.9 5.75



(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きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきまし
ては、〔添付資料〕３ページ「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】４ページ「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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期1Q  112,714,687株 22年12月期  112,714,687株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  1,343,594株 22年12月期  1,342,867株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  111,371,516株 22年12月期1Q 111,386,081株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、高成長を維持している新興国経済の影響等で、緩やかな景気

回復が続いておりましたが、本年３月11日に発生した東日本大震災とそれに伴う計画停電及びサプライチェーンの

寸断、消費の手控え等により、後半は景気下押し圧力が著しく強まりました。 

当社グループは、このような厳しい経営環境の中、当年を初年度とする５ヵ年の中期経営計画をスタートさせ、

その施策を実行するとともに、東日本大震災の業績への影響を 小限にとどめるため、入手が困難になることが懸

念される商材や物流ルートの確保等を行ってまいりました。 

なお、東日本大震災の当第１四半期連結会計期間における当社グループへの影響は、個別の事業毎に異なります

が、連結業績全体としては軽微でした。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は349億40百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益は７億３百万

円（前年同期比20.8％増）、四半期純利益は４億12百万円（前年同期比31.4％増）となりました。 

以下、事業の状況をご報告申し上げます。 

  

【化学品事業】 

 化学品部門につきましては、化学品関連は、有機溶剤及び無機化学品原料等の貿易取引が好調に推移しました。 

科学システム関連は、主力のショウデックスカラムの販売が、官公庁や大学の需要減の影響により低調に推移し

ました。また、一部分析機器の出荷が減少しました。 

 肥料農材関連は、主力肥料において農作物生産者の収益悪化に伴う購買意欲の減退や東北地方における雪害の影

響等ありましたが、東日本大震災後の生産資材不足懸念と値上を見越した一時的な需要増等により売上高が増加し

ました。 

 以上の結果、売上高は89億75百万円（前年同期比1.8％減）、営業利益は２億49百万円（前年同期比20.8％減）と

なりました。 

  

【合成樹脂事業】 

 合成樹脂部門につきましては、前連結会計年度に昭光プラスチック製品株式会社の株式を売却し、持分法適用会

社に変更したことによる影響及び東日本大震災による主要仕入先の工場被災で、一部取扱商材の出荷減がありまし

たが、ユーザーの品物不足懸念及びナフサ価格上昇による値上げを見越した一時的な需要増等により、主力商材の

販売が好調に推移しました。 

 以上の結果、売上高は104億25百万円（前年同期比11.8％減）、営業利益は１億40百万円（前年同期比41.8％増）

となりました。 

  

【金属事業】 

 金属部門につきましては、軽金属関連は、東日本大震災による主要得意先の工場被災の影響で、電解箔の出荷減

がありましたが、主力の軽圧品や合金等が堅調に推移しました。 

 無機材料関連は、アルミナや耐火材等の主力商材及びレアアースが好調に推移しました。 

 以上の結果、売上高は95億89百万円（前年同期比13.1％増）、営業利益は１億51百万円（前年同期比33.5％増）

となりました。 

  

【生活環境事業】 

 生活環境部門につきましては、住宅建材関連は、主力のジャストベース（固定柱脚）が好調に推移しましたが、

鋳鉄管の販売が減少しました。 

 食品関連は、主力のグリシン・アラニンは前第１四半期連結会計期間並みに推移しましたが、輸入品であるリン

ゴ酸の入荷遅れより売上高が減少しました。 

 以上の結果、売上高35億60百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益は１億22百万円（前年同期比0.4％増）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
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【情報電材その他事業】 

 情報電材その他部門につきましては、エレクトロニクス関連は、主力商材のLEDにおける価格下落の影響で、売上

高が減少しましたが、新規商材のサファイアインゴットが好調に推移し、増益となりました。 

 その他事業に含まれる連結子会社に関しましても、半導体ガス等が好調な昭光通商（上海）有限公司をはじめと

して順調に推移しました。 

 以上の結果、売上高は23億89百万円（前年同期比2.8％増）、営業利益は40百万円（前年同期は営業損失68百万

円）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

１．資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、584億円（前連結会計年度末比1.0％減）となりました。これは

資金の効率的運用により「現金及び預金」が減少したことが主因であります。 

純資産は146億79百万円（前連結会計年度末比0.7％減）となりました。これは、四半期純利益増加に伴う利益剰

余金の増加及び配当金の支払いが主因であります。 

この結果、自己資本比率は0.1ポイント上昇して25.1％になりました。 

  

２．キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて８億55百万円

減少し、18億32百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。  

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が増加したことにより116億１百万円の支出（前年同期比42億68

百万円の支出増加）となりました。  

投資活動によるキャッシュ・フローは、預け金及び貸付金の回収により59億６百万円の収入（前年同期比33億３

百万円の収入増加）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払増加及びコマーシャル・ペーパー純増減額の減少がありま

したが、短期借入金が増加したことにより48億50百万円の収入（前年同期比４億39百万円の収入増加）となりまし

た。    

  

  

（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、東日本大震災による被害の全容はいまだ正確に把握できておらず、本格的な復興

が開始されるまでには、まだかなりの期間を要するものと考えられます。 

また、福島第一原子力発電所の事故とそれに続く電力不足においても回復までに長期間を要するものと考えら

れ、生産の停滞や日本製品の安全性不安による輸出規制、国内消費の手控え等により、当面の間は厳しい経営環境

下で推移するものと予想されます。 

このような情勢のもと、当社グループの第１四半期連結会計期間業績は好調に推移しましたが、第２四半期連結

会計期間は不透明な状況が続くと予想されるため、当社グループは、平成27年を目標年度とした中期経営計画を確

実に実行すると同時に、引き続き震災の影響を 小限にとどめるよう努力してまいります。 

現在の見通しでは、平成23年２月９日の決算発表時に公表しました、業績予想に関する修正はありません。  
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（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 

 たな卸資産の評価方法 

  当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出につきましては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の 

 実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

   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、営業利益及び経常利益への影響はそれぞれ軽微で、税金等調整前四半期純利益は２百万円減少

  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９百万円であります。 

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。 

   これによる損益に与える影響はありません。  

③ 表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書関係） 

 １. 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表規則等の

  一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間で

  は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  

 ２. 前第１四半期連結累計期間で営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「持分法による投資利 

  益」は、重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第１四

  半期連結累計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「持分法による投資利益」は５百万円であります。 

  

  

２．その他の情報
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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１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,845 2,608

グループ内預け金 － 100

受取手形及び売掛金 38,695 32,434

商品及び製品 3,960 4,241

販売用不動産 12 12

仕掛品 66 41

仕掛販売用不動産 270 270

原材料及び貯蔵品 241 233

その他 2,408 8,077

貸倒引当金 △231 △262

流動資産合計 47,269 47,757

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,851 1,874

機械装置及び運搬具（純額） 116 121

土地 5,088 5,088

その他（純額） 129 102

有形固定資産合計 7,185 7,186

無形固定資産   

のれん 17 20

その他 216 223

無形固定資産合計 234 243

投資その他の資産   

投資有価証券 2,340 2,440

長期貸付金 33 67

繰延税金資産 224 187

その他 1,284 1,289

貸倒引当金 △172 △203

投資その他の資産合計 3,710 3,781

固定資産合計 11,130 11,211

資産合計 58,400 58,968
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,469 33,986

短期借入金 5,930 1,129

1年内償還予定の社債 3,000 3,000

未払法人税等 367 349

賞与引当金 327 149

その他 1,948 1,867

流動負債合計 40,042 40,483

固定負債   

退職給付引当金 738 716

その他 2,939 2,986

固定負債合計 3,678 3,703

負債合計 43,720 44,186

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,021 8,021

資本剰余金 0 0

利益剰余金 6,684 6,717

自己株式 △219 △219

株主資本合計 14,486 14,520

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 261 336

繰延ヘッジ損益 3 △1

土地再評価差額金 △57 △57

為替換算調整勘定 △49 △52

評価・換算差額等合計 157 224

少数株主持分 34 37

純資産合計 14,679 14,782

負債純資産合計 58,400 58,968
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 35,461 34,940

売上原価 33,108 32,547

売上総利益 2,352 2,392

販売費及び一般管理費 1,770 1,689

営業利益 582 703

営業外収益   

受取利息 12 10

受取配当金 5 6

持分法による投資利益 － 10

雑収入 20 5

営業外収益合計 38 32

営業外費用   

支払利息 40 38

雑損失 29 28

営業外費用合計 69 67

経常利益 550 669

特別利益   

貸倒引当金戻入額 24 44

その他 2 5

特別利益合計 26 49

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2

災害による損失 － 3

その他 1 0

特別損失合計 1 6

税金等調整前四半期純利益 576 711

法人税、住民税及び事業税 261 337

法人税等調整額 △12 △35

法人税等合計 248 302

少数株主損益調整前四半期純利益 － 409

少数株主利益又は少数株主損失（△） 14 △2

四半期純利益 313 412
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３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 576 711

減価償却費 71 55

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 △62

受取利息及び受取配当金 △17 △17

支払利息 40 38

為替差損益（△は益） △1 2

売上債権の増減額（△は増加） △1,305 △6,319

たな卸資産の増減額（△は増加） 57 245

仕入債務の増減額（△は減少） △6,573 △5,474

未払費用の増減額（△は減少） 31 11

預り金の増減額（△は減少） △257 △411

その他 291 △42

小計 △7,095 △11,239

利息及び配当金の受取額 20 23

利息の支払額 △59 △57

法人税等の支払額 △198 △327

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,332 △11,601

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △5 △6

定期預金の払戻による収入 15 13

預け金の増減額（△は増加） 3,086 5,900

有形固定資産の取得による支出 △15 △7

投資有価証券の取得による支出 △483 △17

貸付けによる支出 △0 △390

貸付金の回収による収入 6 407

その他 0 7

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,603 5,906

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,449 4,800

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 1,300 500

自己株式の処分による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △2 △3

配当金の支払額 △334 △445

少数株主への配当金の支払額 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,410 4,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △312 △855

現金及び現金同等物の期首残高 2,668 2,687

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,355 1,832
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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

 （注）１ 事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、商品の種類、販売市場の類似性を考慮して行っております。 

２ 各事業区分の主要商品 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）    

 （注）１ 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 

地理的近接度によっております。 

（２）各区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・中国、韓国、台湾 

その他・・・アメリカ、ドイツ、アイルランド  

２ 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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
化学品 
事業 

合成樹脂 
事業 

金属事業
生活環境
事業 

情報電材
その他事業

計 
消去又は 
全社 

連結

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高                                                

(1) 外部顧客に対 

する売上高 
 9,139  11,819  8,479  3,698  2,324  35,461  －  35,461

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 6  7  0  7  48  70 (70)  －

計  9,146  11,826  8,479  3,705  2,372  35,531 (70)  35,461

営業利益又は 

営業損失（△） 
 314     99  113  121     △68  580  1  582

事業区分 主要商品

化学品 有機・無機化学品、石油製品、肥料、精密機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、機械、保険、総合人材ビジネス等  

  アジア その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,180  50  4,231

Ⅱ 連結売上高（百万円）     35,461

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
    11.8     0.1     11.9 
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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、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、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。 

 当社グループは主として、取り扱う商品・製品、提供するサービス及び販売経路の共通性により区分したセグメ

ントから構成されており、「化学品」、「合成樹脂」、「金属」、「生活環境」、「情報電材その他」を報告セグ

メントとしております。 

 なお、各報告セグメントの主な商品は以下のとおりであります。 

  化学品     ： 有機・無機化学品、肥料、分析機器等 

  合成樹脂    ： 合成樹脂原料、製品等 

  金属      ： アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

  生活環境    ： 建材、ポール、不動産、食品等 

  情報電材その他 ： 電子材料、機械、保険、総合人材ビジネス等 

  

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１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

（注） セグメント利益の調整額△0百万円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

     

  （追加情報） 

  当第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。  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
調整額 
（注） 

四半期連結
損益計算書
計上額 

  
化学品  合成樹脂 金属 生活環境

情報電材そ
の他 

計 

売上高             

外部顧客への売上高 8,975 10,425 9,589 3,560 2,389 34,940 － 34,940

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
10 3 0 3 77 96 (96) －

計 8,986 10,429 9,590 3,564 2,466 35,036 (96) 34,940

セグメント利益 249 140 151 122 40 703 △0 703

（６）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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