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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。  

  

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76期

第３四半期連結
累計期間 

第77期
第３四半期連結

累計期間 

第76期
第３四半期連結

会計期間 

第77期 
第３四半期連結 

会計期間 
第76期

会計期間 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  7,179,181  7,915,407  2,838,603  3,044,540  10,023,023

経常利益（千円）  296,234  825,241  273,421  514,531  674,025

四半期（当期）純利益（千円）  198,201  496,677  192,924  310,111  421,812

純資産額（千円） － －  9,076,873  9,660,106  9,296,660

総資産額（千円） － －  12,702,388  12,964,486  12,946,882

１株当たり純資産額（円） － －  736.05  784.00  754.53

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 16.18  40.56  15.75  25.32  34.44

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －       －

自己資本比率（％） － －  71.0  74.0  71.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 1,067,349  623,931 － －  1,681,058

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △369,252  △647,666 － －  △558,515

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △502,722  △283,380 － －  △686,650

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ －  1,918,697  1,847,009  2,160,255

従業員数（人） － －  249  249  248
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 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（長期臨時員、嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（短期臨時員、パートタ

イマーを含んでおります。）は、当第３四半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（長期臨時員、嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（短期臨時員、パートタ

イマーを含んでおります。）は、当第３四半期会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年12月31日現在

従業員数（人） 249  (24)

  平成22年12月31日現在

従業員数（人） 202  (22)
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(1）生産実績 

 当第３四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

 当第３四半期連結会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 当第３四半期連結会計期間におけるアグリ事業および環境事業の受注状況を示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．アグリ事業および環境事業以外は、見込み生産を行っております。 

２．金額は販売価格によっております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4）販売実績 

 当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は、いずれも100分の10未満のため、記載を省略しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 金額（千円） 前年同四半期比（％）

ベントナイト事業  1,614,886  －

アグリ事業  815,756  －

化成品事業  255,962  －

合計  2,686,605  －

セグメントの名称 金額（千円） 前年同四半期比（％）

ベントナイト事業  181,227  －

アグリ事業  2,961  －

化成品事業  45,656  －

合計  229,846  －

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

アグリ事業  820,697  －  273,012  －

環境事業  －  －  14,750  －

セグメントの名称 金額（千円） 前年同四半期比（％）

ベントナイト事業  1,880,581  －

アグリ事業  838,464  －

化成品事業  320,744  －

環境事業  4,749  －

合計  3,044,540  －
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 当第３四半期連結会計期間において、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。  

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

  

 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グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

(1）業績の状況 

 当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、好調な新興国経済を背景に輸出が増加して企業収益は回復が

続いているものの、記録的な猛暑による季節商品への需要増やエコカー補助金終了時の駆け込み需要の反動から個

人消費は弱い動きとなり、政策効果一巡・終了による反動減や円相場の高止まり等が懸念され、景気は足踏みの状

態となりました。 

 このような状況下、当社グループにおきましては、主要納入先のうち、鋳物業界は、エコカー補助金終了時の駆

け込み需要の反動減により自動車生産台数が国内向けの大幅な落ち込みから減少、土木建築業界におきましては、

住宅購入促進策等の政策効果により住宅着工件数は回復してきてはいるもののその水準はまだ低く、ペット業界に

おきましても消費者の低価格志向が続く等、全体として厳しい状況下で推移いたしました。 

 このような背景のもと、当社グループは、好調著しい新興国経済のうち特に東南アジアの需要を取り込む等によ

り海外売上高の増加を目指すとともに、生産効率の向上や原材料の見直し等コストダウンの諸施策を進め、売上高

および利益の向上に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、主力の鋳物関係を中心としたベントナイト事業の回復やアグ

リ部門における農薬製造の受注増により、売上高が30億44百万円（前年同期比 7.3％増）となり、設備投資の抑制

やコストダウンの諸施策、生産数量の増加による固定費の吸収効果等の他、アグリ事業の好調も加わって、営業利

益は４億75百万円（同 101.8％増）となりました。経常利益につきましては、為替差損５百万円（前年同期は為替

差益８百万円）がありましたものの、受取配当金19百万円等により、５億14百万円（同 88.2％増）となり、四半

期純利益につきましては、３億10百万円（同60.7％増）となりました。 

 なお、セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 ① ベントナイト事業 

 鋳物関係につきましては、主納入先である自動車業界において、生産台数はエコカー補助金終了時の駆け込み需

要の反動減により国内向けが大きく落ち込み、商用車を中心に輸出向けが好調を維持したものの減少となりました

が、建機が新興国・資源国向けを中心に需要が増大しており、増収となりました。土木建築関係につきましては、

前年同期にありました地熱関係の需要がなく、住宅着工件数は回復してきてはいるものの、都市土木の低迷は続い

ており、減収となりました。ペット関係につきましても、既存商品のリニューアルを含め引き続き販売企画の拡大

に努めておりますが、消費者の購買意欲の喚起には至らず減収となりました。 

 この結果、当セグメントの売上高は18億80百万円、セグメント利益は３億36百万円となりました。 

 ② アグリ事業 

 主力受託品目である溶出制御剤は、これまでの生産スケジュールの調整による影響は取り除けたものの、競合品

の出現等もあり、前年同期には及ばず減少いたしましたが、従来型殺虫剤・新規水稲用除草剤等を中心に受注が伸

び、好調だった前年同期をさらに上回る大幅な増収となりました。 

 この結果、当セグメントの売上高は８億38百万円、セグメント利益は２億36百万円となりました。 

 ③ 化成品事業 

 ファインケミカルのうちクニピアは輸出向けを中心に引き続き好調に推移、止水材につきましても、開削トンネ

ル向け地下防水シートが好調等、持ち直しの動きが続いている建築市場の動向に合わせて納入物件が前年同期を上

回る状況で推移しているものの、その水準としてはまだ低く、競争の激しい環境保全処理剤の不振を補うことがで

きず、全体としては減収となりました。 

 この結果、当セグメントの売上高は３億20百万円、セグメント利益は38百万円となりました。 

 ④ 環境事業 

 環境関連プラントの運営受託業務の他は、引き続き新たな商材の発掘を中心に取り組みを進めており、前年同期

にあった運営するプラントに関連した設備対応についての売上がなかったこと等により、減収となりました。 

 この結果、当セグメントの売上高は４百万円、セグメント損失は12百万円となりました。 

  

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

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】
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(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」）は、第２四半

期連結会計期間末に比べ１億６百万円増加し、18億47百万円となりました。当第３四半期連結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） 

 営業活動の結果得られた資金は、１億66百万円（前年同期比58.5％減）となりました。これは、税金等調整前四

半期純利益が前年同期の２億67百万円から５億８百万円に大幅に増加したものの、売上債権の増加額が６億33百万

円（前年同期は７億42百万円）と高水準で推移したほか、たな卸資産が前年同期の３億17百万円の減少額から43百

万円の増加額に転じたこと、仕入債務の増加額が３億10百万円から69百万円へ大幅に減少したこと等によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、79百万円（同47.7％減）となりました。これは、前年同期にはなかった定期預

金の預入による支出33百万円がありましたものの、有形固定資産の取得による支出が前年同期の１億46百万円から

43百万円に大幅に減少したこと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） 

 財務活動の結果得られた資金は、21百万円（前年同期は28百万円の使用）となりました。これは、短期借入金の

純増加額が前年同期の75百万円から１億12百万円に増加した他、長期借入金の返済による支出65百万円ありました

こと等によるものであります。 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。  

(4）研究開発活動 

 当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、36百万円であります。 

 なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

(5）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 

 当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、当第３四半期連結会計期間において、重要

な変更はありません。 

 当社グループは、平成21年３月期を初年度とし平成23年３月期までの３ヵ年の中期経営計画をスタートしてお

り、当期は 終年度となります。特に、ベントナイト事業につきまして、収益改善を 優先課題として、価格改定

と原材料の見直し等を含めたコストダウンの諸施策を継続して推し進める一方、現在のベントナイトを中心とした

コア事業の周辺において新事業や新しいビジネスモデルを創造するとともに、海外へ積極的に展開して売上を拡大

していくことを目指しております。 

 この中期経営計画は、事業基盤の強化と新規事業の創造を柱としており、当社グループが長期にわたり発展・成

長するための重要なステップとしております。 

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当社グループの資金状況につきましては、「(2)キャッシュ・フローの状況」に記載しておりますので、ご参照

いただきますようお願い致します。 

(7）経営者の問題意識と今後の方針について 

 当社グループの経営陣は、現在の経営環境及び入手可能な情報に基づき、 善の経営方針を立案するよう努めて

おりますが、当社グループをとりまく経営環境は今後も厳しい状況が続くものと考えられます。このような状況下

で、当社グループといたしましては、「(5) 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」に

も記載しましたとおり、戦略的課題に重点的に取り組むことで、他社との差別化を図って、高収益化構造を実現す

ることを 優先課題として考えております。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期連結会計期間において、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３四半期連結会計期間において、前四半期連結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。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

  該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  40,000,000

計  40,000,000

種類 
第３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月10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    14,450,000  14,450,000

大阪証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ（スタンダ

ード） 

単元株式数

1,000株 

計  14,450,000  14,450,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】

（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10月１日～ 

平成22年12月31日 
 －  14,450,000  －  1,617,800  －  2,217,110

（６）【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

  

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

 （注） 当第３四半期会計期間末現在の自己株式数は、2,204千株であります。 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ

り、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成22年12月31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） 普通株式      2,204,000 － 単元株式数1,000株 

完全議決権株式（その他） 普通株式     12,177,000  12,177 同上 

単元未満株式 普通株式         69,000 － － 

発行済株式総数  14,450,000 － － 

総株主の議決権 －  12,177 － 

  平成22年12月31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（％） 

（自己保有株式） 

クニミネ工業㈱ 

東京都千代田区岩

本町１丁目10－５ 
 2,204,000  －  2,204,000  15.25

計 －  2,204,000  －  2,204,000  15.25

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

高（円）  273  275  264  272  268  265  265  273  283

低（円）  248  260  253  256  260  258  250  260  261

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表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３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間（平成22

年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表については東陽監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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１【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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,134,587 2,218,921

受取手形及び売掛金 ※4  3,633,373 3,334,906

商品及び製品 292,384 265,472

仕掛品 287,396 210,421

原材料及び貯蔵品 975,216 944,709

その他 146,028 185,239

貸倒引当金 △28,354 △24,805

流動資産合計 7,440,630 7,134,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,250,222 1,318,556

機械装置及び運搬具（純額） 1,049,288 1,253,113

土地 1,636,793 1,427,058

リース資産（純額） 163,112 221,346

その他（純額） 232,222 204,685

有形固定資産合計 ※1  4,331,639 ※1  4,424,760

無形固定資産 124,820 141,364

投資その他の資産 ※3  1,067,396 ※3  1,245,892

固定資産合計 5,523,855 5,812,017

資産合計 12,964,486 12,946,882

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※4  717,545 828,361

短期借入金 861,400 261,200

未払法人税等 182,811 203,532

賞与引当金 54,438 130,511

その他 731,176 702,367

流動負債合計 2,547,371 2,125,973

固定負債   

長期借入金 24,000 707,000

退職給付引当金 12,448 11,432

閉山費用引当金 60,515 60,515

環境対策引当金 5,395 5,395

負ののれん 124,036 165,382

資産除去債務 23,494 －

その他 507,118 574,522

固定負債合計 757,009 1,524,248

負債合計 3,304,380 3,650,221
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,617,800 1,617,800

資本剰余金 2,223,224 2,223,224

利益剰余金 6,242,969 5,868,758

自己株式 △524,131 △523,711

株主資本合計 9,559,862 9,186,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 96,064 94,434

為替換算調整勘定 △55,896 △40,124

評価・換算差額等合計 40,167 54,310

少数株主持分 60,075 56,279

純資産合計 9,660,106 9,296,660

負債純資産合計 12,964,486 12,946,882
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,179,181 7,915,407

売上原価 5,122,294 5,301,944

売上総利益 2,056,886 2,613,463

販売費及び一般管理費 ※1  1,833,693 ※1  1,911,415

営業利益 223,192 702,047

営業外収益   

受取利息 1,182 805

受取配当金 54,729 58,363

負ののれん償却額 41,345 41,345

受取補償金 － ※2  32,986

その他 26,472 41,205

営業外収益合計 123,729 174,707

営業外費用   

支払利息 19,134 15,800

為替差損 22,614 26,458

その他 8,939 9,253

営業外費用合計 50,687 51,513

経常利益 296,234 825,241

特別利益   

固定資産売却益 1,118 1,459

貸倒引当金戻入額 2,052 5,559

特別利益合計 3,170 7,019

特別損失   

固定資産除却損 7,935 9,752

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,583

その他 － 3,020

特別損失合計 7,935 39,356

税金等調整前四半期純利益 291,469 792,904

法人税、住民税及び事業税 66,088 268,569

法人税等調整額 18,591 17,552

法人税等合計 84,680 286,122

少数株主損益調整前四半期純利益 － 506,782

少数株主利益 8,586 10,105

四半期純利益 198,201 496,677
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,838,603 3,044,540

売上原価 1,954,754 1,927,747

売上総利益 883,848 1,116,793

販売費及び一般管理費 ※1  648,008 ※1  640,982

営業利益 235,839 475,811

営業外収益   

受取利息 305 231

受取配当金 14,110 19,272

負ののれん償却額 13,781 13,781

為替差益 8,398 －

その他 7,631 21,106

営業外収益合計 44,227 54,391

営業外費用   

支払利息 5,890 4,778

為替差損 － 5,135

その他 755 5,756

営業外費用合計 6,645 15,670

経常利益 273,421 514,531

特別利益   

固定資産売却益 380 －

貸倒引当金戻入額 － 654

特別利益合計 380 654

特別損失   

固定資産除却損 5,983 7,107

特別損失合計 5,983 7,107

税金等調整前四半期純利益 267,817 508,078

法人税、住民税及び事業税 49,496 181,416

法人税等調整額 23,153 13,186

法人税等合計 72,649 194,603

少数株主損益調整前四半期純利益 － 313,475

少数株主利益 2,243 3,364

四半期純利益 192,924 310,111
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 291,469 792,904

減価償却費 553,037 494,630

負ののれん償却額 △41,345 △41,345

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,072 3,166

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,308 △76,072

受取利息及び受取配当金 △55,911 △59,169

支払利息 19,134 15,800

為替差損益（△は益） 21,027 20,473

固定資産除却損 7,935 9,752

売上債権の増減額（△は増加） △381,524 △298,466

たな卸資産の増減額（△は増加） 528,958 △134,393

仕入債務の増減額（△は減少） 140,777 △110,816

その他 91,959 249,216

小計 1,151,281 865,681

利息及び配当金の受取額 55,770 59,027

利息の支払額 △18,506 △15,370

法人税等の支払額 △121,196 △285,407

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,067,349 623,931

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 △279,193 △409,429

無形固定資産の取得による支出 △80,560 △1,499

投資有価証券の取得による支出 △7,621 △7,835

定期預金の預入による支出 － △228,912

その他 △1,877 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △369,252 △647,666

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） △35,000 112,500

長期借入金の返済による支出 △195,300 △195,300

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △137,524 △77,751

自己株式の純増減額（△は増加） △774 △419

配当金の支払額 △122,354 △122,408

少数株主への配当金の支払額 △11,769 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △502,722 △283,380

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,228 △6,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 196,602 △313,245

現金及び現金同等物の期首残高 1,722,095 2,160,255

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,918,697 ※1  1,847,009
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   該当事項はありません。 

  

【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】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１．会計処理基準に関する事項の変更 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は79千

円、税金等調整前四半期純利益は26,663千円、それぞれ減少しておりま

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23,494

千円であります。 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

 「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「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する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３四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。 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

 「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「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する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３四半期連結会計期間では、「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。 

【簡便な会計処理】

  
  
  

当第３四半期連結累計期間  
（自 平成22年４月１日  
 至 平成22年12月31日） 

棚卸資産の評価方法  四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２

四半期連結会計期間に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定

する方法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千

円であります。 

13,035,365 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千

円であります。 

12,705,567

 ２ 受取手形割引高は、 千円であります。  169,037  ２ 受取手形割引高は、 千円であります。 85,000

※３ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 ※３ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

投資その他の資産 千円23,361 投資その他の資産 千円24,314

※４ 四半期連結会計期間末日満期手形 

 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機

関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

────── 

受取手形 千円46,597   

支払手形 千円10,718   

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

発送運賃 718,131千円 

賞与引当金繰入額  23,070千円 

貸倒引当金繰入額  17,124千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

発送運賃 784,299千円 

賞与引当金繰入額  21,997千円 

貸倒引当金繰入額  8,726千円 

────── 

    

※２ 受取補償金の内容は次のとおりであります。 

受託製造中止に伴う設備

負担額の受取補償金 
32,986千円 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

発送運賃 264,534千円 

賞与引当金繰入額  23,070千円 

貸倒引当金繰入額  19,662千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

発送運賃 268,574千円 

賞与引当金繰入額  21,997千円 

貸倒引当金繰入額  4,547千円 
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至

平成22年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び株式数 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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12月31日現在） （平成22年12月31日現在） 

  

  （千円）

現金及び預金勘定 1,918,697

現金及び現金同等物 1,918,697

  （千円）

現金及び預金勘定 2,134,587

預入期間が６ヶ月を超える定期預金 △287,578

現金及び現金同等物 1,847,009

（株主資本等関係）

普通株式  14,450,000株 

普通株式  2,204,996株 

  

  

（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29日 

定時株主総会 
普通株式 122,465 10  平成22年３月31日  平成22年６月30日 利益剰余金 
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前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっています。 

２．各事業区分の主な製品・商品 

３．事業区分の変更及び会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間 

（受託試験手数料にかかる収益の計上方法の変更） 

 「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」１．に記載のとおり、当社は、受託

試験手数料について、従来、営業外収益として処理しておりましたが、営業および運営体制を整備したこと

に伴い、同収入の増加が見込まれ、また、当該収入が主たる営業活動の成果であることから、実態をより適

切に表示するため、第１四半期連結会計期間より売上高に計上する方法に変更いたしました。 

 この変更に伴い、従来の方法に比べ、売上高は、ベントナイト事業が 9,339千円、化成品事業が 1,977千

円多く計上されております。また、営業利益（損失）は、ベントナイト事業が 9,870千円、化成品事業が 

1,565千円営業利益が多く、環境事業が 119千円営業損失が多くそれぞれ計上されております。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12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。 

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

  
ベントナ
イト事業 
（千円） 

アグリ事
業 
（千円） 

化成品事
業 
（千円） 

環境事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  1,825,953  660,282  343,781  8,584  2,838,603  －  2,838,603

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 21,520  －  －  －  21,520  (21,520)  －

計  1,847,474  660,282  343,781  8,584  2,860,124  (21,520)  2,838,603

営業利益又は営業損失（△）  86,229  136,138  29,906  △13,335  238,939  (3,099)  235,839

  
ベントナ
イト事業 
（千円） 

アグリ事
業 
（千円） 

化成品事
業 
（千円） 

環境事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  4,814,928  1,342,574  983,259  38,419  7,179,181  －  7,179,181

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 52,070  －  －  －  52,070  (52,070)  －

計  4,866,998  1,342,574  983,259  38,419  7,231,251  (52,070)  7,179,181

営業利益又は営業損失（△）  23,379  155,506  73,085  △30,511  221,459  1,733  223,192

(1）ベントナイト事業 ・・・ 鋳物用、土木建築用、ペット用トイレ砂等のベントナイト、調泥剤、分析業

務 

(2）アグリ事業 ・・・ 農薬加工、農薬基剤及び農薬加工原材料、農業資材等、飼料等、土壌改良剤 

(3）化成品事業 ・・・ 純モンモリロナイト、吸着剤、止水材、環境保全処理剤 

(4）環境事業 ・・・ 環境関連プラント・装置の運営等、各種研究・分析事業 

【所在地別セグメント情報】

18



前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

１．報告セグメントの概要  

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

 当社グループ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。 

 当社グループは、当社において、営業部と生産部を設置して、それぞれ販売と生産を統括管理しておりま

す。販売においては営業部のもと取り扱う製品・サービスごとに営業部門を置いておりますが、生産におい

ては、その生産設備や立地条件等によって製品・サービスの取扱いを決定しており、営業部門とは製品・サ

ービスの分類・集約が一致しておりません。 

 こうした中、当社は、生産部門における製品・サービスの構成を基本に経営資源の配分の決定を進めてお

り、「ベントナイト事業」、「アグリ事業」、「化成品事業」及び「環境事業」の４つを報告セグメントと

しております。 

 なお、各事業の主な製品およびサービスの内容は以下のとおりであります。 

(1) ベントナイト事業・・・鋳物用、土木建築用、ペット用トイレ砂等のベントナイト、調泥剤 

(2) アグリ事業   ・・・農薬加工、農薬基剤及び農薬加工原材料、農業資材等、飼料等、土壌改良剤 

(3) 化成品事業   ・・・純モンモリロナイト、吸着剤、止水材、環境保全処理剤 

(4) 環境事業    ・・・環境関連プラント・装置の運営等、各種研究・分析事業 

  

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  （注）１．セグメント利益の調整額△ 297,079千円には、セグメント間取引消去△ 6,529千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△ 338,701千円及び棚卸資産の調整額48,151千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。 

  

【海外売上高】

【セグメント情報】

  （単位：千円）

  

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 

ベントナ
イト事業 

アグリ
事業  

化成品
事業  

環境
事業 

合計

売上高               

外部顧客への売上高  5,445,868  1,505,201  948,088  16,249  7,915,407 －  7,915,407

セグメント間の内部
売上高又は振替高  74,035  －  －  －  74,035 (74,035) － 

計  5,519,904  1,505,201  948,088  16,249  7,989,443 (74,035)  7,915,407

セグメント利益又はセ

グメント損失（△） 
 728,264  202,502  95,794  △27,434  999,126 (297,079)  702,047
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    当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

  （注）１．セグメント利益の調整額△ 123,112千円には、セグメント間取引消去△ 7,014千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△ 110,578千円及び棚卸資産の調整額△ 5,518千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。 

  

（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。 

  

 当第３四半期連結会計期間末において、企業集団の事業の運営において重要なものであり、かつ、四半期連結

貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。 

 当第３四半期連結会計期間末において、企業集団の事業の運営において重要なものであり、かつ、四半期連結

貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間末において、企業集団の事業の運営において重要なものであり、かつ、取引の契約

額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間末において、企業集団の事業の運営において重要なものであり、かつ、四半期連結

貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。 

  

 （注）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。 

 当第３四半期連結会計期間末において、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に、前連結会計年度の末日

に比べて著しい変動が認められるものはありません。 

  （単位：千円）

  

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 

ベントナ
イト事業 

アグリ
事業  

化成品
事業  

環境
事業 

合計

売上高               

外部顧客への売上高  1,880,581  838,464  320,744  4,749  3,044,540 －  3,044,540

セグメント間の内部
売上高又は振替高  42,733  －  －  －  42,733 (42,733) － 

計  1,923,314  838,464  320,744  4,749  3,087,273 (42,733)  3,044,540

セグメント利益又はセ

グメント損失（△） 
 336,477  236,554  38,237  △12,345  598,923 (123,112)  475,811

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額 

 （注） 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。 

  

 （注） 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。 

  

該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 784.00円 １株当たり純資産額 754.53円

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 16.18円 １株当たり四半期純利益金額 40.56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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

四半期純利益（千円）  198,201  496,677

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）  198,201  496,677

期中平均株式数（株）  12,248,561  12,245,844

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 15.75円 １株当たり四半期純利益金額 25.32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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

四半期純利益（千円）  192,924  310,111

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）  192,924  310,111

期中平均株式数（株）  12,247,280  12,245,469

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年２月12日

クニミネ工業株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 岩崎 雅樹  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 野口 昌邦  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」に掲げられているクニミネ工業株

式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結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

期連結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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、クニミネ工業株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

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。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年２月10日

クニミネ工業株式会社 

取締役会 御中 

東陽監査法人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 横倉 光男  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 菊地 康夫  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」に掲げられているクニミネ工業株

式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から

平成22年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結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

期連結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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、クニミネ工業株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

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。 

  

追記情報 

 「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」に記載されているとおり、会社は第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」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。

  

 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。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 




