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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第2四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年6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 12月期第2四半期 6,746 △9.0 781 △29.8 806 △17.7 408 △28.7
22年 12月期第2四半期 7,412 15.4 1,112 393.1 980 － 572 － 

 

 
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2四半期 16.00 － 
22年 12月期第2四半期 22.43 － 

 
（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 12月期第2四半期 21,588 17,494 81.0 685.01

22年 12月期 21,623 17,261 79.8 675.79

(参考)自己資本 23年12月期第2四半期        17,494百万円 22年12月期        17,261百万円 

 
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 12月期 － 6.00 － 6.00 12.00   
23年 12月期 － 6.00   

23年 12月期(予想)   － 6.00 12.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
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、対前期増減率） 

 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 14,500 △3.0 1,800 △19.7 1,800 △9.5 1,000 △9.9 39.15

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】3ページ「２．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 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：無 

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。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期2Ｑ 25,675,675株 22年12月期 25,675,675株

② 期末自己株式数 23年12月期2Ｑ 136,187株 22年12月期 132,187株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期2Ｑ 25,541,516株 22年12月期2Ｑ 25,547,581株

 
 

※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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しております。 

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績の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については、四半期決算短 
信【添付資料】３ページ「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。 

２．当社の四半期連結財務諸表に記載される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりまし 
たが、第１四半期連結会計期間から百万円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較を容易に 
するため、前連結会計年度及び前第２四半期連結累計期間についても百万円単位に組替え表示しておりま 
す。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生いたしました東日本大震災による甚大な被害によ

り、生産活動、消費動向等に極めて大きな影響を受けました。４月以降、一部では震災の被害からの復旧と共に景気

回復の兆しは見られますものの、電気の使用制限等、先行き不透明な状況で推移しております。 

 このような状況におきまして、当社グループの業績内容は、積極的な国内外の事業展開を実施しましたが、地震発

生により一部設備が停止したことに加えて為替レートの円高の影響等を受けて、当第２四半期連結累計期間は、前年

同期を下回りました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は67億４千６百万円（前年同期比9.0％減）、営業利益は７億８千

１百万円（前年同期比29.8％減）、経常利益は８億６百万円（前年同期比17.7％減）、四半期純利益は４億８百万円

（前年同期比28.7％減）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  [ヨウ素及び天然ガス事業] 

    ヨウ素及び天然ガス事業では、売上高は54億５千万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は11億５千９百万円

（前年同期比12.0％減）となりました。 

  

  [金属化合物事業] 

    金属化合物事業では、売上高は12億４千６百万円（前年同期比27.3％減）、営業損失は２千９百万円（前年同

期は営業利益８千９百万円）となりました。    

  

  [その他事業] 

   その他事業では、売上高は４千９百万円（前年同期比9.7％減）、営業利益は１千４百万円（前年同期比

22.1％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して３千５百万円減少の215億８千８百万円と

なりました。 

 流動資産は前連結会計年度末と比較して２億８千５百円増加の128億４千６百万円となりました。これは主に、商

品及び製品が３億８千９百万円増加、短期貸付金が２億８千２百円増加したこと等によるものであります。 

 流動負債は前連結会計年度末と比較して２億７千８百万円減少の31億４千９百万円となりました。これは主に、未

払法人税等が２億６千４百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末と比較して２億３千２百万円増加の174億９千４百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が２億５千５百万円増加したこと等によるものであります。  

  

 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動におけるキャッシュ・フローの増加は11億８

千５百万円（前年同期は16億２千４百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益６億６千

５百万円及び減価償却費６億７千７百万円の計上等によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は５億４千５百万円（前年同期は６億５千４百万円の減少）とな

りました。これは主に、ヨウ素及び天然ガス事業の設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出５億６千５百万円

によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は１億５千８百万円（前年同期は１億２千９百万円の減少）とな

りました。これは主に、配当金の支払１億５千３百万円によるものであります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高より４億７千万円

増加し、65億３千３百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報  

                                  （単位：百万円、百万円未満切捨て） 

  

 平成23年度のわが国経済は、電気の使用制限等、引き続き不透明な状況で推移することが見込まれます。 

 このような環境の下、当社グループの主力製品であるヨウ素の需要は、特に液晶ディスプレイ分野での需要伸張を

背景に引き続き堅調に推移することを見込んでおりますが、当初想定よりも為替が円高基調で推移していること、ま

た、当社のヨウ素生産設備の一部が震災により被害を受け、復旧に約１ヶ月間を要したため、その間のヨウ素生産量

が減少したこと、並びに、金属化合物事業の生産販売の実績及び見通しを考慮し、通期の業績予想を上記のとおり修

正いたしました。なお、下半期の平均為替レートは、対米ドル円為替レートを80円と想定しております。 

  

 当該業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、需要動向の変化等

多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は種々の要素により現時点での予想と乖離する可能

性がありますのでご承知おきください。  

  

（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２四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 経過勘定項目の算定方法 

 一部の経過勘定項目の算定方法について、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。 

③ 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 

 法人税等の納付額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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ため、前連結会計年度決算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り算定しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

原価差異の繰延処理 

 定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されて

おり、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債として繰り延べております。

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「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）に基づき財務諸表等規則等の

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２四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」の科目を表示しております。  

  売上高 営業利益  経常利益 当期純利益 

前回発表予想 

（平成23年４月27日発表） 
 15,000  2,000  2,000  1,100

今回発表予想   14,500  1,800  1,800  1,000

増減額   △500  △200  △200  △100

前期（平成22年12月期）  14,954  2,240  1,988  1,109

増減率（対前期） ％ △3.0 ％ △19.7 ％ △9.5 ％ △9.9

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２四半期連結会計期間末
(平成23年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,419 1,231

受取手形及び売掛金 3,487 3,940

商品及び製品 1,613 1,223

仕掛品 260 288

原材料及び貯蔵品 627 870

短期貸付金 5,113 4,831

その他 325 177

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 12,846 12,561

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,417 2,428

機械装置及び運搬具（純額） 3,437 3,550

土地 1,332 1,332

建設仮勘定 712 843

その他（純額） 162 165

有形固定資産合計 8,061 8,319

無形固定資産   

その他 163 169

無形固定資産合計 163 169

投資その他の資産   

繰延税金資産 343 362

その他 173 209

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 516 572

固定資産合計 8,741 9,061

資産合計 21,588 21,623
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 875 931

短期借入金 600 600

未払金 974 1,011

未払法人税等 348 613

賞与引当金 104 92

役員賞与引当金 4 9

その他 240 169

流動負債合計 3,149 3,427

固定負債   

退職給付引当金 665 631

役員退職慰労引当金 19 20

資産除去債務 117 110

その他 141 171

固定負債合計 944 934

負債合計 4,093 4,361

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,599 3,599

資本剰余金 3,931 3,931

利益剰余金 10,953 10,697

自己株式 △92 △89

株主資本合計 18,392 18,139

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6 △4

為替換算調整勘定 △890 △872

評価・換算差額等合計 △897 △877

純資産合計 17,494 17,261

負債純資産合計 21,588 21,623
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 7,412 6,746

売上原価 5,666 5,286

売上総利益 1,746 1,460

販売費及び一般管理費 633 679

営業利益 1,112 781

営業外収益   

受取利息 4 5

受取配当金 0 0

為替差益 － 1

受取技術料 12 12

法人税等還付加算金 0 －

その他 17 7

営業外収益合計 36 27

営業外費用   

支払利息 3 1

休止固定資産減価償却費等 145 －

その他 18 －

営業外費用合計 167 1

経常利益 980 806

特別利益   

固定資産売却益 29 －

退職給付制度改定益 34 －

貸倒引当金戻入額 － 0

その他 － 0

特別利益合計 63 0

特別損失   

固定資産除却損 28 42

災害による損失 － 99

投資有価証券評価損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 64 －

特別損失合計 93 141

税金等調整前四半期純利益 950 665

法人税、住民税及び事業税 326 319

法人税等調整額 51 △62

法人税等合計 378 257

少数株主損益調整前四半期純利益 － 408

四半期純利益 572 408
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30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 950 665

減価償却費 610 677

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 64 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △307 33

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 12

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43 △0

受取利息及び受取配当金 △5 △5

支払利息 3 1

有形固定資産売却損益（△は益） △29 －

売上債権の増減額（△は増加） 144 451

たな卸資産の増減額（△は増加） △83 △119

仕入債務の増減額（△は減少） 172 4

その他 129 41

小計 1,605 1,758

利息及び配当金の受取額 5 5

利息の支払額 △3 △1

法人税等の支払額 △10 △577

法人税等の還付額 28 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,624 1,185

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 98 －

有形固定資産の取得による支出 △748 △565

無形固定資産の取得による支出 △5 －

その他 △0 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △654 △545

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △127 △153

その他 △1 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △129 △158

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 810 470

現金及び現金同等物の期首残高 5,386 6,062

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,197 6,533
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 該当事項はありません。 

  

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。 

 当社は、製品の特性別に、「ヨウ素・ガス営業部」及び「金属営業部」をおき、各営業部に属する製品につ

き包括的に戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 「その他事業」につきましては、ヨウ素化合物、金属化合物以外の化合物を取り扱っており、その事業活動

はヨウ素・ガス営業部の管轄としております。しかし、ヨウ素、ヨウ素化合物、天然ガスの生産及び販売が相

互に深く関連しあうことに対して、「その他事業」の化合物は独立した事業であることから、取締役会では、

ヨウ素及び天然ガス事業とは別に、「その他事業」として業績を報告しております。 

 従って当社は、「ヨウ素及び天然ガス事業」、「金属化合物事業」及び「その他事業」の３つを報告セグメ

ントとしております。 

 各報告セグメントに属する主要な製品は以下のとおりであります。 

 (1) ヨウ素及び天然ガス事業………ヨウ素、ヨウ素化合物並びに天然ガス 

 (2) 金属化合物事業…………………塩化ニッケル、水酸化コバルト等 

 (3) その他事業………………………その他化合物等 

  

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２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日） 

 （注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△364百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

ります。なお、全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ２ セグメント利益又は損失（△）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。  

  

（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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  （単位：百万円）

  

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） 

ヨウ素及び
天然ガス事業

金属化合物
事業 

その他事業 計

売上高             

外部顧客への売上高 5,450  1,246  49  6,746  ─  6,746

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
─ ─ ─  ─ (─) ─

計  5,450  1,246  49  6,746 (─)  6,746

セグメント利益又は損失（△）  1,159  △29  14  1,145  △364  781

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

伊勢化学工業㈱(4107)平成23年12月期 第2四半期決算短信

8


