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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第54期
第２四半期
累計期間

第55期
第２四半期
累計期間

第54期
第２四半期
会計期間

第55期
第２四半期
会計期間

第54期

会計期間

自平成21年
３月21日
至平成21年
９月20日

自平成22年
３月21日
至平成22年
９月20日

自平成21年
６月21日
至平成21年
９月20日

自平成22年
６月21日
至平成22年
９月20日

自平成21年
３月21日
至平成22年
３月20日

売上高（千円） 6,549,14310,160,8783,697,7455,261,72615,488,593

経常利益(千円） 479,2971,791,753220,483 755,4911,855,314

四半期（当期）純利益（千円） 416,0931,128,934258,901 461,2191,371,997

持分法を適用した場合の投資利益

又は投資損失（△）（千円）
△2,425 1,263 76 1,404 14

資本金（千円） － － 787,100 787,100 787,100

発行済株式総数（千株） － － 4,880 4,880 4,880

純資産額（千円） － － 11,653,76913,432,46012,414,032

総資産額（千円） － － 17,261,46019,757,74918,153,769

１株当たり純資産額（円） － － 2,424.992,806.312,593.97

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
85.91 236.18 53.71 96.49 284.79

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 234.60 53.69 95.89 284.30

１株当たり配当額（円） 15.00 15.00 15.00 15.00 30.00

自己資本比率（％） － － 67.5 67.9 68.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,064,5081,039,261 － － 3,486,332

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
471,439△258,600 － － 609,919

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△2,578,079△660,149 － － △3,590,024

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 2,795,3823,389,7833,333,504

従業員数（人） － － 308 299 306

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第54期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有する

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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２【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社

における異動もありません。　

 

３【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年９月20日現在

従業員数（人） 299 (14)

（注）従業員数は、就業人員（嘱託含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員含む）

は、当第２四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、仕入及び販売の状況】

(1）生産実績

　生産実績を事業の区分に示すと、次のとおりであります。

区　分

当第２四半期会計期間

(自　平成22年６月21日

　至　平成22年９月20日)

前年同四半期比（％）

ジルコニウム化合物（千円）　    3,460,252 156.7

その他（千円）　    139,771 85.7

合計（千円）　 3,600,023 151.8

　（注）１．生産金額は実際原価に基づいて算出しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．同一品目であっても複数の用途に用いられることもありますので、生産実績については用途別に示すこ

とが困難であるため、その主要製法別に示すと次のとおりであります。

製法別

当第２四半期会計期間

(自　平成22年６月21日　

　至　平成22年９月20日)

前年同四半期比（％）

湿式工程品（千円）　    3,235,368 156.1

乾式工程品（千円）    176,102 141.9

溶液品（千円）　    120,895 108.3

セシウム品（千円）　    67,656    106.8

合計（千円）　 3,600,023 151.8

（注）１．生産金額は実際原価に基づいて算出しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）原材料・仕入製品仕入実績

　原材料及び仕入製品の仕入実績を区分に示すと以下のとおりであります。

区　分

当第２四半期会計期間

(自　平成22年６月21日

  至　平成22年９月20日)

前年同四半期比（％）

原材料　 　 　

ジルコニウム化合物（千円）　    804,115 184.5

その他（千円）　    1,895,930 507.9

小計（千円）　    2,700,045 333.7

仕入製品　 　 　

ジルコニウム化合物（千円）    223,024 238.1

その他（千円）    220,385 104.4

小計（千円）　    443,409 145.5

合計（千円） 3,143,455 282.2

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注の状況

　当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。
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(4）販売実績

　販売実績を区分、用途別に示すと、次のとおりであります。

区　分

当第２四半期会計期間

(自　平成22年６月21日

  至　平成22年９月20日)

前年同四半期比（％）　

ジルコニウム化合物（千円）　    4,787,786 147.5

その他（千円）　    473,939 104.7

合計（千円）　 5,261,726 142.3

　

　用途別販売実績

用途別　

当第２四半期会計期間

(自　平成22年６月21日

　至　平成22年９月20日)

前年同四半期比（％）

触媒（千円）　    3,244,485 138.4

ファインセラミックス（千円）　    724,572 228.0

耐火物・ブレーキ材（千円）　    567,211 138.5

電子材料・酸素センサー（千円）　 457,495 119.1

その他（千円）　    267,961 110.8

合計（千円）　 5,261,726 142.3

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主要な輸出先及び輸出販売高並びに割合は、次のとおりであります。

なお、（　）内は販売実績に対する輸出販売高の割合であります。

輸出先

前第２四半期会計期間

(自　平成21年６月21日

　至　平成21年９月20日)

割合

（％）

当第２四半期会計期間

(自　平成22年６月21日

　至　平成22年９月20日)

割合

（％）

北米（千円）    541,23833.2    984,26842.1 

欧州（千円）    583,77935.9    722,29430.9 

アジア（千円）　    437,68526.9    552,13523.6 

その他（千円）　    65,512 4.0    81,005 3.4 

合計（千円）　
1,628,215

        (44.0%)　
100.0 

2,339,703

        (44.5%)　
100.0 
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２【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。   

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の状況

　当第２四半期会計期間における世界経済は、欧州が金融不安によるシステムリスクを内包し、米国も家計・金融部

門でバランスシート修復の動きが継続しているものの、中国・インド・ブラジルといった新興国の景気拡大に支え

られ、総じて緩やかな回復基調となりました。一方国内経済は、円高の進行が輸出企業の業績に影を落とし、国内への

設備投資や雇用に回復は見られませんが、政府の景気刺激政策やこの夏の猛暑効果等により個人消費の一部には底

入れの兆しも見られました。当社の主要顧客であります自動車業界では、ここまで急速に拡大していた中国市場にお

いて多少の減速感があるものの、世界全体の総自動車生産台数は拡大傾向が続いております。 

このような状況の下、当社製品では自動車排ガス浄化触媒材料・酸素センサー素子材料・ブレーキ材料等の自動

車関連製品だけでなく、電子材料・ファインセラミックス・耐火物等においても販売が好調で、売上高は前年同期比

で大幅な増加となりました。

　一方、 収益面では、レアアース等の原材料価格が大幅に上昇しておりますが、原料在庫等によりコストアップまで

にタイムラグがあることと前年同期比では大幅な数量増による収益押上げ効果で補うことが出来ました。

  これらの結果、当第２四半期会計期間の業績は、売上高5,261百万円（前年同期比42.3％増）、営業利益823百万円

（前年同期比226.5％増）、経常利益755百万円（前年同期比242.6％増）、当期純利益461百万円（前年同期比

78.1％増）となりました。

(2）財政状態の分析　

　当第２四半期会計期間末における総資産は19,757百万円で、前事業年度末比1,603百万円増加しました。これは主

に、現金及び預金の増加（56百万円）、受取手形及び売掛金の増加（324百万円）、たな卸資産の増加（1,201百万

円）、その他流動資産の増加（106百万円）及び固定資産の減少（△83百万円）等によるものであります。

　当第２四半期会計期間末における負債は6,325百万円で、前事業年度末比585百万円増加しました。これは主に、支

払手形及び買掛金の増加（1,407百万円）、短期借入金の減少（△200百万円）、未払法人税等の減少（△79百万

円）、その他流動負債の減少（△91百万円）及び長期借入金の減少（△314百万円）等によるものであります。
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(3）キャッシュ・フローの状況　

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前四半期会計期間末に比べ

213百万円増加し、3,389百万円となりました。なお、当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況と

それらの要因は、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）

　当第２四半期会計期間における営業活動の結果、得られた資金は875百万円となり、前年同期比195百万円の収入

減少となりました。これは主に、税引前四半期純利益（755百万円）、減価償却費（261百万円）、売上債権の増加

（△398百万円）、たな卸資産の増加（△414百万円）及び仕入債務の増加（627百万円）等によるものでありま

す。

　なお、当第２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は1,039百万円となりました。これは主に、

税引前四半期純利益（1,799百万円）、減価償却費（507百万円）、売上債権の増加（△485百万円）、たな卸資産

の増加（△1,201百万円）、仕入債務の増加（1,514百万円）及び法人税等の支払額（△792百万円）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）

　当第２四半期会計期間における投資活動の結果、使用した資金は212百万円となり、前年同期比775百万円の支出

増加となりました。これは主に、有形固定資産の取得(△207百万円）及び貸付による支出（△3百万円）等による

ものであります。

　なお、当第２四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は258百万円となりました。これは主に、有

形固定資産の取得(△457百万円）及び補助金の受取額 （200百万円）等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）

　当第２四半期会計期間における財務活動の結果、使用した資金は387百万円となり、前年同期比788百万円の支出

減少となりました。これは主に、短期借入金の減少（△150百万円）、長期借入金の減少（△232百万円）及び配当

金の支払（△５百万円）等によるものであります。　

　なお、当第２四半期累計期間における財務活動の結果、使用した資金は660百万円となりました。これは主に、短

期借入金の減少（△200百万円）、長期借入金の減少（△388百万円）及び配当金の支払（△71百万円）等による

ものであります。　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

(5）研究開発活動

当第２四半期会計期間の研究開発費の総額は118百万円であります。なお、当第２四半期会計期間において、当社

の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(6）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第２四半期会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった、重要な設備の新設、除却等の計画

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,520,000

計 19,520,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年９月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年10月29日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,880,000 4,880,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株　

計 4,880,000 4,880,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　平成20年８月22日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月20日）

新株予約権の数（個） 775

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）※１ 77,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,015

新株予約権の行使期間
自　平成22年9月21日

至　平成25年9月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※２、３

発行価格　　　

資本組入額

2,015

1,008

新株予約権の行使の条件 　　　　　　※４

新株予約権の譲渡に関する事項 　　　　※５、６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　　　　　　※７

（注）　※１　当社が株式分割（株式の無償割当てを含む）又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新

株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　また、上記のほか、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは合理的な範囲で当社は

必要と認める株式数の調整を行う。  
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※２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株当たりの払込金額（以下、

「行使価額」という。）に新株予約権１個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が

成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗

じた金額とし、１円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値

（割当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。

なお、割当日後に下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1

個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上

げる。

①当社が株式分割又は株式併合を行う場合　　

調整後払込金額＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

②当社が時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付す

る場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当社の普通株式に転換で

きる証券の転換による場合を除く）する場合

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

  ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総

数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に読み替えるものとする。

※３　新株予約権の行使により株券を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株券を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項

に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株券を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

※４　新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社の取

締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要する。

②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

③その他の条件については、本取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約」に定めるところによる。

※５　新株予約権の取得に関する事項

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる

会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない会社

分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた

ときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

②新株予約権者が、※４に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使でき

なくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は当社はその新株予約権を無償にて取得するこ

とができる。

③その他の取得事由及び取得条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるところによる。

※６　新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
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※７　組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれ

の場合につき、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って

再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株

式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記※１に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記※２で定められる１株当たり行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ

た額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間（自　平成22年9月21日 至　平成25年9月20日）の初日と組織再編行為の効力発生

日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間（自　平成22年9月21日 至　平成25年9月20日）の新

株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記※３に準じて決定する。

⑦新株予約権の譲渡制限

譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得に関する事項

前記※５に準じて決定する。

⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年６月21日～

平成22年９月20日 
－ 4,880,000 － 787,100 － 1,194,589
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（６）【大株主の状況】

　 平成22年９月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　國部　克彦 　大阪府吹田市 296,000 6.07

　日本トラスティ・サービス信託銀 

行株式会社（信託口）
　東京都中央区晴海１丁目８－11 231,100 4.74

　第一稀元素化学工業従業員持株会 　大阪市住之江区平林南１丁目６番38号 199,000 4.08

　岩谷産業株式会社 　大阪市中央区本町３丁目６－４ 172,200 3.53

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
　東京都港区浜松町２丁目11番３号 162,200 3.32

　井上　純子 　大阪府高槻市 162,000 3.32

　井上　剛 　大阪府高槻市 151,400 3.10

　國部　智之 　大阪府吹田市 132,000 2.70

　國部　恭一郎 　大阪府吹田市 120,000 2.46

　浅見　智信 　京都市右京区 108,000 2.21

計 － 1,733,900 35.53

（注）    上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　225,900株

　　　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　137,200株

　

EDINET提出書類

第一稀元素化学工業株式会社(E00806)

四半期報告書

12/30



（７）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

平成22年９月20日現在

区分　 株式数（株）　　　　　 議決権の数（個）　 内容　

 無議決権株式 － － －

 議決権制限株式（自己株式等） － － －

　議決権制限株式（その他） － － －

　完全議決権株式（自己株式等）　
　（自己保有株式）

　普通株式    100,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　4,778,900 47,789 －

　単元未満株式 普通株式　　　1,100 － －

　発行済株式総数 4,880,000 － －

　総株主の議決権 － 47,789 －

 

②【自己株式等】

平成22年９月20日現在

所有者の氏名又は

名称　
所有者の住所　

自己名義所有株

式数(株)　

他人名義所有株

式数(株)　

所有株式数の合

計(株)　

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

　

第一稀元素化学工業

株式会社

大阪市住之江区平林

南１丁目６番38号
100,000  － 100,000 2.05

計 － 100,000  － 100,000 2.05

　

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 3,920 4,150 3,920 3,940 4,100 3,100

最低（円） 3,170 3,540 3,570 3,585 2,670 2,338

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであり、平成22年３月21日から平成22年９月20日ま

での株価について記載しております。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

       退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役相談役 ― 杉井　洋 平成22年９月20日

　

EDINET提出書類

第一稀元素化学工業株式会社(E00806)

四半期報告書

13/30



第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期会計期間（平成21年６月21日から平成21年９月20日まで）及び前第２四半期累計期間（平成21

年３月21日から平成21年９月20日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

22年６月21日から平成22年９月20日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年３月21日から平成22年９月20日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間（平成21年６月21日から平成21

年９月20日まで）及び前第２四半期累計期間（平成21年３月21日から平成21年９月20日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第２四半期会計期間（平成22年６月21日から平成22年９月20日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

22年３月21日から平成22年９月20日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レ

ビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,389,783 3,333,504

受取手形及び売掛金 4,685,444 4,361,234

製品 1,503,167 1,207,290

仕掛品 1,033,615 890,483

原材料及び貯蔵品 1,442,192 679,790

その他 1,254,845 1,148,741

貸倒引当金 △1,617 △1,478

流動資産合計 13,307,431 11,619,566

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,811,854 1,841,169

機械及び装置（純額） 2,410,724 2,340,705

土地 981,407 986,025

その他（純額） 432,802 361,002

有形固定資産合計 ※
 5,636,789

※
 5,528,902

無形固定資産 210,609 220,024

投資その他の資産

その他 602,921 785,278

貸倒引当金 △3 △2

投資その他の資産合計 602,918 785,276

固定資産合計 6,450,317 6,534,203

資産合計 19,757,749 18,153,769

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,153,036 745,284

短期借入金 100,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 696,898 771,398

未払法人税等 735,482 815,085

賞与引当金 337,681 342,772

その他 756,074 847,612

流動負債合計 4,779,172 3,822,152

固定負債

長期借入金 1,155,102 1,469,176

その他 391,013 448,407

固定負債合計 1,546,115 1,917,583

負債合計 6,325,288 5,739,736
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,194,589 1,194,589

利益剰余金 11,591,801 10,534,567

自己株式 △185,236 △185,236

株主資本合計 13,388,254 12,331,020

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 25,916 68,158

評価・換算差額等合計 25,916 68,158

新株予約権 18,290 14,854

純資産合計 13,432,460 12,414,032

負債純資産合計 19,757,749 18,153,769
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成21年３月21日
　至　平成21年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年３月21日
　至　平成22年９月20日)

売上高 6,549,143 10,160,878

売上原価 5,032,061 7,228,968

売上総利益 1,517,081 2,931,910

販売費及び一般管理費 ※1
 1,035,611

※1
 1,092,611

営業利益 481,470 1,839,298

営業外収益

受取利息 740 3,487

受取配当金 5,713 6,616

助成金収入 65,243 －

仕入割引 － 8,419

その他 17,723 5,769

営業外収益合計 89,420 24,292

営業外費用

支払利息 23,596 14,318

為替差損 66,808 56,981

その他 1,188 537

営業外費用合計 91,592 71,837

経常利益 479,297 1,791,753

特別利益

固定資産売却益 － 2,166

補助金収入 657,802 6,859

特別利益合計 657,802 9,025

特別損失

固定資産除却損 － 893

減損損失 ※2
 290,604 －

特別損失合計 290,604 893

税引前四半期純利益 846,495 1,799,885

法人税、住民税及び事業税 225,902 719,392

法人税等調整額 204,500 △48,441

法人税等合計 430,402 670,951

四半期純利益 416,093 1,128,934
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自　平成21年６月21日
　至　平成21年９月20日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年６月21日
　至　平成22年９月20日)

売上高 3,697,745 5,261,726

売上原価 2,859,638 3,897,321

売上総利益 838,106 1,364,405

販売費及び一般管理費 ※1
 585,940

※1
 541,016

営業利益 252,166 823,388

営業外収益

受取利息 377 923

受取配当金 2,755 3,951

助成金収入 24,097 －

仕入割引 － 3,888

その他 14,322 3,516

営業外収益合計 41,552 12,279

営業外費用

支払利息 10,700 6,834

為替差損 61,608 73,028

その他 925 313

営業外費用合計 73,234 80,176

経常利益 220,483 755,491

特別利益

補助金収入 646,661 901

特別利益合計 646,661 901

特別損失

固定資産除却損 － 893

減損損失 ※2
 290,604 －

特別損失合計 290,604 893

税引前四半期純利益 576,540 755,499

法人税、住民税及び事業税 223,344 395,550

法人税等調整額 94,294 △101,271

法人税等合計 317,638 294,279

四半期純利益 258,901 461,219
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成21年３月21日
　至　平成21年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年３月21日
　至　平成22年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 846,495 1,799,885

減価償却費 720,201 507,414

減損損失 290,604 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 194,768 △5,091

前払年金費用の増減額（△は増加） 26,398 16,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） 270 140

受取利息及び受取配当金 △6,453 △10,103

支払利息 23,596 14,318

為替差損益（△は益） 39,340 64,232

補助金収入 △657,802 △6,859

有形固定資産売却損益（△は益） － △2,166

有形固定資産除却損 － 893

売上債権の増減額（△は増加） △1,447,574 △485,083

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,312,766 △1,201,410

未払又は未収消費税等の増減額 94,814 △214,421

その他の資産の増減額（△は増加） △20,976 4,097

仕入債務の増減額（△は減少） 348,710 1,514,345

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 93,793 △106,131

その他の負債の増減額（△は減少） 7,295 △54,914

小計 1,866,248 1,835,275

利息及び配当金の受取額 6,453 10,103

利息の支払額 △23,055 △13,627

法人税等の支払額 － △792,491

法人税等の還付額 214,862 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,064,508 1,039,261

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 △234,599 △457,715

有形固定資産の売却による収入 － 8,075

無形固定資産の取得による支出 － △3,826

投資有価証券の取得による支出 △840 △780

貸付けによる支出 △3,800 △3,000

貸付金の回収による収入 2,024 1,256

補助金の受取額 700,000 200,000

その他 8,654 △2,610

投資活動によるキャッシュ・フロー 471,439 △258,600

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） △1,850,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △534,574 △388,574

自己株式の取得による支出 △120,886 －

配当金の支払額 △72,618 △71,575

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,578,079 △660,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,340 △64,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,471 56,278

現金及び現金同等物の期首残高 2,876,853 3,333,504

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,795,382

※
 3,389,783
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【表示方法の変更】

当第２四半期累計期間
（自　平成22年３月21日
至　平成22年９月20日）

（四半期損益計算書関係）

　前第２四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「仕入割引」は、営業外収益総額の100分の20を

超えたため、当第２四半期累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期累計期間の営業外収益の「そ

の他」に含まれる「仕入割引」は1,817千円であります。

　

当第２四半期会計期間
（自　平成22年６月21日
至　平成22年９月20日）

（四半期損益計算書関係）

　前第２四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「仕入割引」は、営業外収益総額の100分の20を

超えたため、当第２四半期会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期会計期間の営業外収益の「そ

の他」に含まれる「仕入割引」は1,168千円であります。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成22年３月21日
至　平成22年９月20日）

１．たな卸資産の評価方法 　当第２四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略

し、前事業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。

　また、たな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。

 

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月20日）

前事業年度末
（平成22年３月20日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、12,593,338千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、12,138,420千円であ

ります。　

 

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年９月20日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年３月21日
至　平成22年９月20日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の
とおりであります。

運賃荷造費 104,755千円

給与　 137,575千円

賞与引当金繰入額　 73,295千円

退職給付費用　 22,004千円

減価償却費 44,663千円

研究開発費　 419,511千円

※２　減損損失　

当第２四半期累計期間において当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
損失額

(千円)　

大阪府

大阪市　

 

生産設備　

 

建物 9,415

機械及び装置　 265,593

器具備品　 15,594

当社は減損損失の算定に当たり他の資産又は資産グ

ループのキャッシュ・フローを生み出す最小の単位に

よって資産グループ化を行っております。

当第２四半期累計期間において、一部の生産設備を

当初の予定よりも早期に処分することを決定したこと

に伴い、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額

を減損損失（290,604千円）として特別損失に計上し

ております。

なお、上記資産グループの生産設備は当社独自の設

備であり、汎用性がなく売却価額が測定できないため、

回収可能価額を０として算定しております。

　

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の
とおりであります。

運賃荷造費 154,368千円

給与　 160,887千円

賞与引当金繰入額　 93,100千円

退職給付費用　 22,482千円

減価償却費 43,954千円

研究開発費　 267,334千円

────────
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前第２四半期会計期間
（自　平成21年６月21日
至　平成21年９月20日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年６月21日
至　平成22年９月20日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の
とおりであります。

運賃荷造費 58,373千円

給与　 68,057千円

賞与引当金繰入額　 58,487千円

退職給付費用　 11,683千円

減価償却費 22,319千円

研究開発費　 244,679千円

※２　減損損失　

当第２四半期会計期間において当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
損失額

(千円)　

大阪府

大阪市　

 

生産設備　

 

建物 9,415

機械及び装置　 265,593

器具備品　 15,594

　当社は減損損失の算定に当たり他の資産又は資産グ

ループのキャッシュ・フローを生み出す最小の単位に

よって資産グループ化を行っております。

　当第２四半期会計期間において、一部の生産設備を当

初の予定よりも早期に処分することを決定したことに

伴い、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を

減損損失（290,604千円）として特別損失に計上して

おります。

　なお、上記資産グループの生産設備は当社独自の設備

であり、汎用性がなく売却価額が測定できないため、回

収可能価額を０として算定しております。

　

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の
とおりであります。

運賃荷造費 73,072千円

給与　 80,640千円

賞与引当金繰入額　 40,768千円

退職給付費用　 11,336千円

減価償却費 22,448千円

研究開発費　 118,276千円

────────
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年９月20日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年３月21日
至　平成22年９月20日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月20日） 

現金及び預金勘定　 2,795,382千円　

預入期間が３ヶ月を超えるもの　 －　

現金及び現金同等物　 2,795,382千円

  

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月20日） 

現金及び預金勘定　 3,389,783千円　

預入期間が３ヶ月を超えるもの　 －　

現金及び現金同等物　 3,389,783千円

  

　

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年９月20日）及び当第２四半期累計期間（自　平成22年３月21日　至　平成22年

９月20日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　 4,880,000株　

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　 100,000株　

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権 

新株予約権の四半期会計期間末残高 18,290千円　

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議　　　　　　　　　 株式の種類　
配当金の総額

（千円）　

１株当たり

配当額

（円）　

基準日　 効力発生日　 配当の原資　

平成22年６月17日

定時株主総会　
普通株式　 71,70015.00平成22年３月20日平成22年６月18日利益剰余金　

(2）基準日が当事業年度の開始の日から当第２四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当第２四半期会計期間の末日後となるもの

決議　　　　　　　　　 株式の種類　
配当金の総額

（千円）　

１株当たり

配当額

（円）　

基準日　 効力発生日　 配当の原資　

平成22年10月22日

取締役会　
普通株式　 71,70015.00平成22年９月20日平成22年11月22日利益剰余金　
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（有価証券関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年９月20日現在）

　事業の運営において重要なものであり、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動がみとめられる有価証券は

ありません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年９月20日現在）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。　

（持分法損益等）

　
前第２四半期累計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年９月20日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年３月21日
至　平成22年９月20日）

持分法を適用した場合の投資利益の金額又は投資

損失（△）の金額（千円）
△2,425 1,263

　

　
前第２四半期会計期間
（自　平成21年６月21日
至　平成21年９月20日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年６月21日
至　平成22年９月20日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 17,500 17,500

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 25,715 29,036

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 76 1,404

 

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成22年６月21日　至　平成22年９月20日）

１．ストック・オプションに係る当第２四半期会計期間における費用計上額及び科目名

売上原価　 548千円　

販売費及び一般管理費　 541千円

計　 1,090千円

２．当第２四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月20日）

前事業年度末
（平成22年３月20日）

１株当たり純資産額 2,806.31円 １株当たり純資産額 2,593.97円

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期累計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年９月20日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年３月21日
至　平成22年９月20日）

１株当たり四半期純利益金額 85.91　
円

　
１株当たり四半期純利益金額 236.18　

円

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

潜在株式調整後１株当たり四半期　　　　　　234.60円

　純利益　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期累計期間
（自　平成21年３月21日
至　平成21年９月20日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年３月21日
至　平成22年９月20日）

１株当たり四半期純利益金額　 　 　

四半期純利益（千円） 416,093 1,128,934

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 416,093 1,128,934

期中平均株式数（株） 4,843,543 4,780,000

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 32,076

（うち新株予約権）　 　－ (32,076)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

　　　　　　　　　　　　　　

－

　

　　　　　　　　　　　

－
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前第２四半期会計期間
（自　平成21年６月21日
至　平成21年９月20日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年６月21日
至　平成22年９月20日）

１株当たり四半期純利益金額 53.71　
円

　

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
53.69　

円

　

１株当たり四半期純利益金額 96.49　
円

　

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
95.89　

円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期会計期間
（自　平成21年６月21日
至　平成21年９月20日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年６月21日
至　平成22年９月20日）

１株当たり四半期純利益金額　 　 　

四半期純利益（千円） 258,901 461,219

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 258,901 461,219

期中平均株式数（株） 4,820,800 4,780,000

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 1,205 29,789

（うち新株予約権）　 － (29,789)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

　　　　　　　　　　　

－

　

　　　　　　　　　　　

－

　

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

該当事項はありません。   

 

２【その他】

平成22年10月22日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………71,700千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………15円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成22年11月22日

（注）　平成22年９月20日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年10月30日

第一稀元素化学工業株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐 藤　陽 子　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和田林　一毅　  印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている第一稀元素化学工業

株式会社の平成21年３月21日から平成22年３月20日までの第54期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年６月21日から

平成21年９月20日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年３月21日から平成21年９月20日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、第一稀元素化学工業株式会社の平成21年９月20日現在の財政状態、同日をもって終

了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年10月29日

第一稀元素化学工業株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐 藤　陽 子　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和田林　一毅　  印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている第一稀元素化学工業

株式会社の平成22年３月21日から平成23年３月20日までの第55期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年６月21日から

平成22年９月20日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年３月21日から平成22年９月20日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、第一稀元素化学工業株式会社の平成22年９月20日現在の財政状態、同日をもって終

了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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