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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） 

 

(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2四半期 4,783 22.5 626 ― 606 ― 346 ―
22年3月期第2四半期 3,903 △19.0 32 △90.1 6 △98.2 △3 ―

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 23.37 ―
22年3月期第2四半期 △0.25 ―

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 9,116 5,556 61.0 374.71
22年3月期 8,736 5,309 60.8 357.94

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,556百万円 22年3月期  5,309百万円

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 ― 7.00 7.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 7.00 7.00

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  有   

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 9,300 12.6 1,070 140.2 1,050 154.4 570 160.4 38.44



(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 

（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）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.4「その他」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2Q 14,850,000株 22年3月期  14,850,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  21,095株 22年3月期  16,866株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 14,830,907株 22年3月期2Q 14,834,618株
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当第２四半期累計期間（4月～9月）の国内経済は、新興国を中心とした堅調な外需や政府の景気対策

の効果などにより、輸出や生産の一部が持ち直し、企業収益も改善傾向を示しましたが、設備投資や個

人消費の本格的な回復には至らず、緩やかな回復基調で推移しました。しかし、円高の進行や先進国経

済の減速懸念など、依然として景気の先行きへの不透明感が払拭できない状況も続いております。  

 当社グループの主力製品である電子写真用キャリアの用途は、オフィス用複写機・プリンターの現像

剤向けですが、リーマン・ショック後の世界経済悪化の影響を受け、需要は低迷していましたが、前年

度の第３四半期以降、回復傾向を示し、今年度に入り需要は急速に回復しております。  

 このような環境の下、当第２四半期累計期間（4月～9月）のキャリア製品の売上高は前年同期比

27.6％増加いたしました。鉄粉製品はカイロメーカーの増産などから前年同期比28.8％増加いたしまし

た。脱酸素剤関連製品は個人消費の低迷などがあり前年同期比0.2％減少いたしました。これらにより

売上高は4,783百万円（前年同期比22.5％増加）となりました。  

 損益面では、キャリアは大幅な増販により、売上総利益は大幅な増益となりました。鉄粉も大幅な増

販により増益となり、脱酸素剤関連製品は生産物流改善等のコストダウン効果により増益となりまし

た。販売費及び一般管理費は増販による販売費の増加と賞与引当金繰入増等により一般管理費が増加し

ましたが、連結営業利益は前年同期に比べ594百万円増加し626百万円となりました。  

 連結経常利益は為替差損の減少などにより、前年同期に比べ600百万円増加し606百万円となり、連結

四半期純利益は前年同期に比べ350百万円増加し346百万円となりました。  

 なお、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が、適用初年度のため、セグメント利益の

前年同期との比較分析は行っておりません。  

  

当第２四半期末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ、売上増に伴う受取手形及び売掛金の増加と

棚卸資産の増加等により、429百万円増加いたしました。固定資産は、キャリア製品製造設備等の設備

投資を行いましたが、減価償却費発生金額が設備投資金額を上回りましたので、50百万円減少いたしま

した。以上により、総資産は379百万円増加し9,116百万円となりました。  

 負債は、短期借入金が540百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等が増

加しましたので、132百万円増加し3,559百万円となりました。借入金は前連結会計年度末に比べ540百

万円減少し200百万円となっております。  

 純資産は、利益剰余金の増加により、247百万円増加し5,556百万円となりました。自己資本比率は、

前連結会計年度末に比べ0.2％増加し61.0％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
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当第2四半期累計期間は、前回予想（平成22年8月9日付）に比べ、主力製品であります電子写真用キ

ャリアの需要は順調に推移し、キャリア製品の売上高はほぼ予想どおりとなりました。また、鉄粉製品

の販売はカイロメーカーの増産などから約18％増加いたしましたが、脱酸素剤関連製品の売上高は前回

予想を若干下回りました。売上高全体としましては約2％増加いたしました。損益的には、キャリア製

品の増産による固定費割安効果と増販益等により、前回予想を上回る結果となりました。  

 第3四半期以降につきましては、景気の先行きは未だ不透明であり、当社を取り巻く経営環境も楽観

視できない状況が続くと思われますが、 新の情報に基づき通期の業績予想を見直しました結果、当第

2四半期累計期間までの業績が前回予想に比べ順調だったことなどから、通期でも前回予想（平成22年8

月9日付）を上回る見込みとなりました。 

 以上により、平成22年8月9日に発表しました通期の業績予想について、次のとおり上方修正いたしま

す。  

  

平成23年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 
  

(参考)個別業績予想 

平成23年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 
  

(注)上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、今後様々

な要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（A） 9,200 970 950 530 35 73

今回発表予想（B） 9,300 1,070 1,050 570 38 44

増減額（B-A） 100 100 100 40 ─

増減率（％） 1.1 10.3 10.5 7.5 ─

（ご参考）前期実績 8,256 445 412 218 14 76

（平成22年３月期）

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

前回発表予想（A） 9,200 920 900 500 33 71

今回発表予想（B） 9,300 1,020 1,000 540 36 41

増減額（B-A） 100 100 100 40 ─

増減率（％） 1.1 10.9 11.1 8.0 ─

（ご参考）前期実績 8,314 371 357 189 12 76

（平成22年３月期）
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該当事項はありません。 

  

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。  

  

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 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。  

  

⑤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。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

①四半期連結損益計算書関係の表示方法の変更 

 「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）の適用に伴い、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。 

  

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：千円）

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 307,983 402,316

受取手形及び売掛金 1,329,422 1,125,371

商品及び製品 754,475 643,918

仕掛品 795,680 630,834

原材料及び貯蔵品 351,774 257,446

預け金 947,844 989,844

その他 130,818 137,504

貸倒引当金 △4,787 △3,896

流動資産合計 4,613,212 4,183,338

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,369,053 3,372,514

減価償却累計額 △2,161,289 △2,117,373

建物及び構築物（純額） 1,207,764 1,255,141

機械装置及び運搬具 5,949,343 5,764,067

減価償却累計額 △4,987,268 △4,818,784

機械装置及び運搬具（純額） 962,074 945,282

土地 997,131 997,131

リース資産 1,558,983 1,535,344

減価償却累計額 △903,242 △741,404

リース資産（純額） 655,740 793,940

その他 748,031 630,643

減価償却累計額 △299,903 △295,711

その他（純額） 448,128 334,932

有形固定資産合計 4,270,838 4,326,428

無形固定資産 1,865 1,865

投資その他の資産   

その他 235,481 230,027

貸倒引当金 △5,199 △5,199

投資その他の資産合計 230,281 224,827

固定資産合計 4,502,985 4,553,121

資産合計 9,116,198 8,736,460
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（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 1,102,739 697,096

短期借入金 200,000 740,000

未払法人税等 257,631 29,574

引当金   

賞与引当金 192,470 164,088

その他の引当金 － 12,000

引当金計 192,470 176,088

その他 830,133 722,404

流動負債合計 2,582,974 2,365,163

固定負債   

引当金   

退職給付引当金 398,640 385,465

その他の引当金 60,833 77,225

引当金計 459,473 462,690

リース債務 517,153 599,262

固定負債合計 976,626 1,061,953

負債合計 3,559,601 3,427,117

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,557,000 1,557,000

資本剰余金 1,566,000 1,566,000

利益剰余金 2,440,208 2,197,449

自己株式 △5,765 △4,739

株主資本合計 5,557,443 5,315,710

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △227 431

為替換算調整勘定 △617 △6,798

評価・換算差額等合計 △845 △6,366

純資産合計 5,556,597 5,309,343

負債純資産合計 9,116,198 8,736,460
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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：千円)

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 3,903,747 4,783,235

売上原価 3,309,144 3,549,618

売上総利益 594,602 1,233,616

販売費及び一般管理費 562,308 607,028

営業利益 32,294 626,588

営業外収益   

受取利息 1,241 4,703

助成金収入 5,207 4,240

その他 3,792 2,780

営業外収益合計 10,241 11,723

営業外費用   

支払利息 4,480 3,192

為替差損 21,439 15,993

債権売却損 8,921 11,060

その他 1,661 1,337

営業外費用合計 36,504 31,583

経常利益 6,031 606,728

特別利益   

有形固定資産売却益 － 948

特別利益合計 － 948

特別損失   

有形固定資産除却損 11,313 16,496

特別損失合計 11,313 16,496

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△5,282 591,180

法人税等 △1,528 244,589

少数株主損益調整前四半期純利益 － 346,591

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,753 346,591
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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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△5,282 591,180

減価償却費 435,346 394,738

貸倒引当金の増減額（△は減少） 156 890

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,094 28,382

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,000 △12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,537 13,174

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,549 △16,392

受取利息及び受取配当金 △1,289 △4,751

支払利息 4,480 3,192

為替差損益（△は益） 12,413 －

固定資産売却損益（△は益） － △948

有形固定資産除却損 2,016 963

売上債権の増減額（△は増加） △52,325 △206,502

たな卸資産の増減額（△は増加） 291,033 △372,631

仕入債務の増減額（△は減少） 104,280 417,826

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,825 △79,398

その他 △21,351 160,003

小計 817,299 917,727

利息及び配当金の受取額 1,289 4,751

利息の支払額 △4,561 △3,281

法人税等の支払額 △145,229 △21,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 668,797 898,177

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △258,341 △252,536

有形固定資産の売却による収入 － 1,593

投資活動によるキャッシュ・フロー △258,341 △250,943

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 160,000 －

短期借入金の返済による支出 － △540,000

リース債務の返済による支出 △179,529 △138,199

自己株式の取得による支出 △65 △1,026

配当金の支払額 △118,677 △103,831

財務活動によるキャッシュ・フロー △138,272 △783,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,819 △508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 260,364 △136,332

現金及び現金同等物の期首残高 490,168 1,392,160

現金及び現金同等物の四半期末残高 750,532 1,255,828
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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) 

 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） 

当社企業グループは、酸化鉄を原料とする粉体素材分野において事務用機器、粉末冶金、カイロ用

等の鉄粉素材を提供する粉体製造業として、単一の事業を営んでいるので、事業の種類別セグメント

情報は記載しておりません。 

  

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） 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【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】
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(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。 

  

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、本社に製品別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う製品について包括的な戦略を立案し事

業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業部門を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「キャリア事

業」、「鉄粉事業」、「脱酸素剤事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「キャリア事業」は、主に複写機・プリンター業界向けに電子写真用キャリアを生産・販売しておりま

す。「鉄粉事業」は、カイロ用、粉末冶金用などの各種鉄粉を生産・販売しております。「脱酸素剤事

業」は、主に食品業界向けに鮮度保持用として脱酸素剤、酸素検知剤を生産・販売しております。 

  

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) 

 
(注)１．調整額は以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△194,328千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△193,322千円及

び棚卸資産の調整額△1,006千円が含まれております。全社費用は、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。 

  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 

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) 

 該当事項はありません。 

  

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) 

 該当事項はありません。 

【セグメント情報】

(単位：千円)

キャリア事業 鉄粉事業 脱酸素剤事業 合計

 
調整額 

 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額
(注)２

売上高

  外部顧客への売上高 3,441,744 615,575 725,915 4,783,235 ─ 4,783,235

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ 28,656 ─ 28,656 △28,656 ─

計 3,441,744 644,231 725,915 4,811,891 △28,656 4,783,235

セグメント利益 720,190 44,883 55,843 820,916 △194,328 626,588

(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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