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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第１四半期  2,209  4.8  61  △6.6  75  △12.0  39  △44.0

24年３月期第１四半期  2,108  12.0  65  －  85  814.7  70  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 47百万円 （ ％）△47.7   24年３月期第１四半期 90百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第１四半期  3.54  3.50

24年３月期第１四半期  6.30  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  9,525  5,013  50.5

24年３月期  9,332  5,021  51.7

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 4,805百万円   24年３月期 4,824百万円 

  
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 
24年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

25年３月期  －       
25年３月期（予想）   0.00 － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  4,627  3.2  80  △45.3  90  △43.1  56  △32.4  5.02

通期  9,500  4.1  170  △20.8  200  △29.4  110  △46.2  9.86

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名）                                    、除外   社  （社名） 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

－ －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注） 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別する

ことが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事

項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 11,710,000株 24年３月期 11,710,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 552,180株 24年３月期 552,180株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 11,157,820株 24年３月期１Ｑ 11,193,941株

 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は終了しております。

 業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性

があります。業績予想の前提となる仮定等については、[添付資料]２ページ「１．当四半期決算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」をご覧下さい。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の復

興需要等を背景に緩やかに回復しつつあるものの、欧州の財政問題の再燃や米国の景気減速等による不安要素は払

拭できず依然として先行き不透明な状況にあります。 

このような経済情勢下、当社グループにおきましては、自動車向け需要が震災やタイの洪水から回復し、新たに

取り扱いを始めました湿式シリカが順調に売上を拡大しましたが、前期にあった仮設住宅向け等の復興特需がなく

なり、売上高は１億円増加の22億９百万円（4.8％増）となりました。損益面につきましては、エネルギー、原材

料価格は当初予想を下回りましたが、年初に中国市場が低迷したことにより中国現地法人の業績が振るわず営業利

益は61百万円（前年同期比４百万円 6.6％減）となりました。また、原油価格が下がったことや為替が円高にな

ったことで、原油デリバティブの評価損等により経常利益は75百万円（前年同期比10百万円 12.0％減）となり、

四半期純利益は39百万円（前年同期比30百万円 44.0％減）となりました。 

依然として先行き不透明な状況は続きますが、国内外の需要変化に柔軟に対応するため生産体制を見直すととも

に安定供給体制の確立や新規販路の開拓に全力をあげて取り組んでまいる所存であります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ１億93百万円増加し95億25百万円となりました。これは主に

現金及び預金が68百万円、有形固定資産が１億95百万円増加したことなどによるものであります。 

負債につきましては前連結会計年度末に比べ２億１百万円増加し45億12百万円となりました。これは主に未払金

（流動負債 その他）が２億２百万円増加したことなどによるものであります。 

純資産につきましては前連結会計年度末に比べ８百万円減少し50億13百万円となり、自己資本比率は前連結会計

年度末の51.7％から50.5％になりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の第２四半期(累計)連結業績予想並びに通期連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に

公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更による当第１四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

る影響は軽微であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 810,790 879,452

受取手形及び売掛金 3,716,508 3,652,692

商品及び製品 344,783 392,298

仕掛品 81,797 86,656

原材料及び貯蔵品 194,225 194,798

その他 160,221 106,996

貸倒引当金 △6,883 △6,484

流動資産合計 5,301,442 5,306,410

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 957,759 950,138

機械装置及び運搬具（純額） 924,610 915,798

土地及び砿山用土地 562,033 562,033

建設仮勘定 35,527 245,248

その他（純額） 37,609 39,664

有形固定資産合計 2,517,540 2,712,881

無形固定資産 38,378 37,706

投資その他の資産   

投資有価証券 917,954 900,922

投資不動産（純額） 290,586 290,688

その他 274,442 284,918

貸倒引当金 △8,224 △8,223

投資その他の資産合計 1,474,759 1,468,305

固定資産合計 4,030,678 4,218,894

資産合計 9,332,121 9,525,304

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,651,735 1,611,125

短期借入金 219,202 308,005

未払法人税等 50,296 7,713

賞与引当金 143,000 72,750

役員賞与引当金 6,660 －

その他 566,063 853,722

流動負債合計 2,636,957 2,853,316

固定負債   

社債 567,000 567,000

長期借入金 364,718 337,135

退職給付引当金 510,035 524,131

資産除去債務 4,510 4,510

その他 227,024 226,013

固定負債合計 1,673,288 1,658,790

負債合計 4,310,245 4,512,107
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 871,500 871,500

資本剰余金 435,622 435,622

利益剰余金 3,408,858 3,392,573

自己株式 △87,713 △87,713

株主資本合計 4,628,268 4,611,982

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 230,360 216,447

為替換算調整勘定 △33,929 △22,817

その他の包括利益累計額合計 196,431 193,629

新株予約権 8,634 8,634

少数株主持分 188,541 198,950

純資産合計 5,021,875 5,013,197

負債純資産合計 9,332,121 9,525,304
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,108,524 2,209,170

売上原価 1,631,144 1,729,979

売上総利益 477,380 479,191

販売費及び一般管理費 411,913 418,019

営業利益 65,467 61,171

営業外収益   

受取利息 572 679

受取配当金 8,228 8,909

不動産賃貸料 15,275 13,962

その他 11,052 18,104

営業外収益合計 35,129 41,655

営業外費用   

支払利息 2,494 1,912

デリバティブ評価損 10,159 23,522

その他 1,978 1,740

営業外費用合計 14,632 27,174

経常利益 85,964 75,652

特別利益   

固定資産売却益 405 －

その他 13 －

特別利益合計 418 －

特別損失   

固定資産処分損 4 3,862

投資有価証券評価損 － 2,018

役員退職慰労金 233 －

特別損失合計 237 5,881

税金等調整前四半期純利益 86,144 69,771

法人税、住民税及び事業税 7,543 2,315

法人税等調整額 1,979 21,058

法人税等合計 9,522 23,373

少数株主損益調整前四半期純利益 76,621 46,397

少数株主利益 6,123 6,893

四半期純利益 70,498 39,503
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 76,621 46,397

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,306 △13,913

為替換算調整勘定 6,129 14,626

その他の包括利益合計 13,436 713

四半期包括利益 90,058 47,110

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 82,092 36,701

少数株主に係る四半期包括利益 7,966 10,408
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(新株予約権の付与) 

当社は平成24年６月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社

の取締役及び監査役に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしまし

た。これに基づき、平成24年７月17日開催の取締役会において、株式報酬型ストックオプションを付与することを

決議いたしました。 

（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

（５）重要な後発事象

１．新株予約権の目的である株式の種類 当社普通株式 

２．新株予約権の目的である株式の数 新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は1,000株とする

３．新株予約権の総数 121個 

４．新株予約権の払込金額 １個当たり77,545円 

  

なお、当該払込みについては、新株予約権の対象者が当社に

対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相

殺する 

５．新株予約権の行使時の払込金額 １円 

６．新株予約権の割当ての対象者及びその人数

並びに割り当てる新株予約権の数 

当社取締役９名 111個    監査役４名 10個 

  

７．新株予約権の割当日 平成24年７月17日 

８．新株予約権を行使することができる期間 平成24年７月18日から平成54年７月17日まで 
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