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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】 

 （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は、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  

回次 
第110期

第２四半期連結 
累計期間 

第110期
第２四半期連結 

会計期間 
第109期

会計期間 
自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日 

自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日 

自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日 

売上高（百万円）  59,071  29,597  147,390

経常利益（百万円）  4,324  1,648  17,251

四半期（当期）純利益（百万円）  2,659  1,239  9,949

純資産額（百万円）  －  58,237  57,257

総資産額（百万円）  －  121,871  124,650

１株当たり純資産額（円）  －  428.84  421.61

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 19.59  9.13  73.26

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（％）  －  47.79  45.93

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
 8,164  －  10,160

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
 △2,217  －  △8,370

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
 △4,018  －  △680

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
 －  16,263  14,332

従業員数（人）  －  859  917
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２【事業の内容】 

 当第２四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。 

  

３【関係会社の状況】 

 当第２四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。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員であります。 

２．従業員数の中には、臨時・嘱託等5名が含まれております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員であります。 

２．従業員数の中には、臨時・嘱託等5名が含まれております。 

  

  平成20年９月30日現在

従業員数（人）  859

  平成20年９月30日現在

従業員数（人）  651
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別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．製錬事業には、秋田製錬㈱他委託分が含まれております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別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．総販売実績に対し、10％以上に該当する販売先はありません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

製錬事業（百万円）  18,320

電子部材事業（百万円）  2,251

環境・リサイクル事業（百万円）  1,381

その他事業（百万円）  498

合計（百万円）  22,452

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

製錬事業  268  107

電子部材事業  1,958  854

環境・リサイクル事業  133  38

その他事業  865  3,878

合計  3,226  4,878

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

製錬事業（百万円）  22,462

電子部材事業（百万円）  2,272

環境・リサイクル事業（百万円）  1,962

その他事業（百万円）  2,900

合計（百万円）  29,597
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２【経営上の重要な契約等】 

 当第２四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。 

  

３【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題に端を発した金融不安や原油・

原材料価格の高騰などの影響により、漸次、景気後退の様相を呈してまいりました。 

 このような情勢のなか、当社グループのコア事業である亜鉛・鉛製錬事業部門におきましては、需要は概ね堅調

でありましたが、損益を左右する も大きな要因であるＬＭＥ（ロンドン金属取引所）相場が前年同期に比べ下落

したうえ、為替相場の水準も同じく前年同期に比べ円高で推移しました。また、ＬＭＥ相場の低迷は製錬事業側だ

けでなく、鉱山会社の経営にも厳しい影響を及ぼしました。 

 環境・リサイクル事業部門におきましても、産業廃棄物の処理・再生の取扱量は堅調でありましたが、ＬＭＥ相

場の下落が製品販売価格の低下を招来しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は295億97百万円、営業利益は26億29百

万円、経常利益は16億48百万円、四半期純利益は12億39百万円となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①製錬事業部門 

 硫酸は増収となりましたが、主力である亜鉛・鉛製品が、需要は堅調であったものの、販売価格の下落などによ

り大幅な減収となり、売上高は224億62百万円、営業利益は19億16百万円となりました。 

  

②電子部材事業部門 

 電解鉄は特殊鋼向けに好調でしたが、電子部品は価格競争と原材料価格の高騰が響き、売上高は22億72百万円、

営業利益は1億73百万円となりました。 

  

③環境・リサイクル事業部門 

 硫酸の再処理ならびに使用済み乾電池の処理などのリサイクル事業は順調に推移しましたが、電炉ダストを原料

とする酸化亜鉛の販売価格の下落により、売上高は19億62百万円、営業利益は1億96百万円となりました。 

  

④その他事業部門 

 防音建材部門は減収となりましたが、土木・建築・プラントエンジニアリング部門の大型案件の完工、運輸部門

の産業廃棄物の回収拡大により、売上高は29億円、営業利益は3億72百万円となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前四半期連結会計期間末

に比べ20億9百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は162億63百万円となりました。 

 なお、前連結会計年度末に比べ19億30百万円の増加となっております。 

  

 その内容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47億46百万円となりました。 

 主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益6億81百万円、減価償却費7億86百万円、持分法による投資損失8億2

百万円及びたな卸資産の減少額29億84百万円等であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額17億98百万円でありま

す。 

 なお、当第２四半期連結累計期間では81億64百万円の資金の増加となっております。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の支出は9億3百万円となりました。 

 主な要因は、有形固定資産の取得による9億33百万円の支出であります。 

 なお、当第２四半期連結累計期間では22億17百万円の資金の支出となっております。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の支出は、18億31百万円となりました。 

 主な要因は、長期借入金の返済による8億31百万円及びコマーシャル・ペーパーの減少による10億円等でありま

す。 

 なお、当第２四半期連結累計期間では40億18百万円の資金の支出となっております。 

  

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四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２四半期連結会計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、70百万円であります。 

 なお、当第２四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。 

  

2008/11/13 13:43:5808506481_第２四半期報告書_20081113134238



第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第２四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２四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。 
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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】 

  

②【発行済株式】 

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  264,000,000

計  264,000,000

種類 
第２四半期会計期間末現在
発行数（株） 
（平成20年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月13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  135,855,217  135,855,217

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

－ 

計  135,855,217  135,855,217 － － 

（２）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  

（４）【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
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円）

平成20年７月１日～ 

平成20年９月30日 
 －  135,855,217  －  14,630  －  6,950
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（５）【大株主の状況】 

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

  

  平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社  
東京都中央区晴海１丁目８－11   12,156  8.95

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社  
東京都港区浜松町２丁目11－３   8,742  6.43

三菱商事株式会社  東京都千代田区丸の内２丁目３－１   5,515  4.06

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（常任

代理人 日本マスタートラスト信託

銀行株式会社）  

東京都千代田区丸の内２丁目４－５ 

（東京都港区浜松町２丁目11－３）  
 5,372  3.95

モルガンホワイトフライヤーズエキ

ュイティディリヴェイティブ（常任

代理人 株式会社みずほコーポレー

ト銀行兜町証券決済業務室）  

902 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 

DE 19801 U.S.A 

（東京都中央区日本橋兜町６－７）  

 4,979  3.67

丸紅株式会社  東京都千代田区大手町１丁目４－２   3,000  2.21

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュ

リティーズ（ジャパン）リミテッド

（ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会

社）  

東京都千代田区丸の内１丁目９－１   2,932  2.16

ドレスナー・クラインオート証券会

社東京支店  
東京都港区六本木１丁目６－１   2,593  1.91

株式会社みずほコーポレート銀行

（常任代理人 資産管理サービス信

託銀行株式会社）  

東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 

（東京都中央区晴海１丁目８－12）  
 2,517  1.85

資産管理サービス信託銀行株式会

社  
東京都中央区晴海１丁目８－12   2,403  1.77

計 －  50,209  36.96

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 千株 9,772

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 千株 5,878

 資産管理サービス信託銀行株式会社 千株 1,977
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（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が18,000株（議決権の数18個）含まれ

ております。なお、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれて

おりません。 

  

②【自己株式等】 

  

  平成20年９月30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       52,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  135,469,000  135,451 － 

単元未満株式 普通株式    334,217 － － 

発行済株式総数  135,855,217 － － 

総株主の議決権 －  135,451 － 

  平成20年９月30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 

（％） 

東邦亜鉛株式会社 
東京都中央区日本橋 

本町１丁目６番１号 
 52,000  －  52,000  0.04

計 －  52,000  －  52,000  0.04

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

  

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  604  659  584  490  464  363

低（円）  516  548  469  427  350  261

３【役員の状況】 

 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。 
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第５【経理の状況】 

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、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）については、「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20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改

正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

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、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、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。 
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,288 14,357

受取手形及び売掛金 18,555 20,120

商品及び製品 6,911 6,911

仕掛品 7,216 6,028

原材料及び貯蔵品 11,964 13,576

繰延税金資産 950 539

その他 7,058 8,254

貸倒引当金 △37 △52

流動資産合計 68,907 69,736

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,839 5,767

機械装置及び運搬具（純額） 10,509 10,573

土地 16,947 16,947

建設仮勘定 1,560 763

その他（純額） 329 324

有形固定資産合計 ※1  35,187 ※1  34,375

無形固定資産   

その他 95 92

無形固定資産合計 95 92

投資その他の資産   

投資有価証券 8,613 11,620

関係会社株式 5,078 5,279

長期貸付金 1,378 1,379

繰延税金資産 1,418 887

その他 2,055 2,140

貸倒引当金 △862 △862

投資その他の資産合計 17,681 20,445

固定資産合計 52,964 54,914

資産合計 121,871 124,650
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,304 8,132

短期借入金 21,601 21,601

1年内返済予定の長期借入金 4,894 4,896

コマーシャル・ペーパー 2,000 3,000

未払法人税等 1,169 1,130

引当金 87 107

その他 7,241 7,327

流動負債合計 44,299 46,193

固定負債   

長期借入金 9,960 11,618

退職給付引当金 3,256 3,393

その他の引当金 298 390

再評価に係る繰延税金負債 5,785 5,785

その他 33 11

固定負債合計 19,334 21,200

負債合計 63,634 67,393

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,630 14,630

資本剰余金 9,877 9,877

利益剰余金 25,063 23,839

自己株式 △22 △21

株主資本合計 49,549 48,325

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 263 1,039

繰延ヘッジ損益 334 △69

土地再評価差額金 7,579 7,579

為替換算調整勘定 510 381

評価・換算差額等合計 8,688 8,931

純資産合計 58,237 57,257

負債純資産合計 121,871 124,650
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 59,071

売上原価 50,649

売上総利益 8,421

販売費及び一般管理費 ※1  3,002

営業利益 5,419

営業外収益  

受取利息 193

受取配当金 91

為替差益 70

その他 58

営業外収益合計 414

営業外費用  

支払利息 282

持分法による投資損失 1,089

その他 137

営業外費用合計 1,509

経常利益 4,324

特別利益  

固定資産売却益 3

貸倒引当金戻入額 19

その他 0

特別利益合計 24

特別損失  

固定資産除却損 144

減損損失 130

投資有価証券評価損 204

持分法によるのれん相当額一時償却額 ※2  605

その他 8

特別損失合計 1,092

税金等調整前四半期純利益 3,255

法人税、住民税及び事業税 1,225

法人税等調整額 △629

法人税等合計 595

四半期純利益 2,659
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 29,597

売上原価 25,516

売上総利益 4,081

販売費及び一般管理費 ※1  1,451

営業利益 2,629

営業外収益  

受取利息 73

受取配当金 22

その他 11

営業外収益合計 106

営業外費用  

支払利息 138

持分法による投資損失 802

為替差損 83

その他 63

営業外費用合計 1,088

経常利益 1,648

特別利益  

固定資産売却益 2

その他 0

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産除却損 22

減損損失 130

投資有価証券評価損 204

持分法によるのれん相当額一時償却額 ※2  605

その他 8

特別損失合計 970

税金等調整前四半期純利益 681

法人税、住民税及び事業税 △187

法人税等調整額 △370

法人税等合計 △558

四半期純利益 1,239
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20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 3,255

減価償却費 1,541

減損損失 130

持分法によるのれん相当額一時償却額 605

投資有価証券評価損益（△は益） 204

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） △137

受取利息及び受取配当金 △130

支払利息 282

持分法による投資損益（△は益） 1,089

有形固定資産売却損益（△は益） △3

有形固定資産除却損 144

売上債権の増減額（△は増加） 230

たな卸資産の増減額（△は増加） 423

仕入債務の増減額（△は減少） 309

未払消費税等の増減額（△は減少） △48

その他 1,643

小計 9,505

利息及び配当金の受取額 130

利息の支払額 △282

法人税等の支払額 △1,189

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,164

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 △2,165

有形固定資産の売却による収入 7

投資有価証券の取得による支出 △2

貸付金の回収による収入 9

その他 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,217

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △1,659

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △1,000

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △1,358

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,018

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,930

現金及び現金同等物の期首残高 14,332

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  16,263
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【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２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

会計処理基準に関する事項

の変更 

(１) 重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更 

①たな卸資産の評価方法 

 当社は電子部材系たな卸資産以外の

たな卸資産（貯蔵品を除く。）の評価

方法については、従来、後入先出法に

よる原価法を採用しておりましたが、

第１四半期連結会計期間より先入先出

法による原価法に変更しております。

 変更理由は、以下のとおりでありま

す。 

  １）「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）が適用されたこ

と、及び近年の原材料等の価格の

大幅な変動を受け、たな卸資産の

貸借対照表価額と時価の乖離が顕

著になったことから、乖離を縮小

し財政状態をより適正に表示する

ため。 

  ２）会計基準の国際的なコンバージ

ェンスの取組みが加速している中

で、平成20年３月31日に企業会計

基準委員会より「棚卸資産の評価

に関する会計基準（案）」（企業

会計基準公開草案第25号）が公表

され、後入先出法が廃止される見

込となったため。 

 なお、上記公開草案は平成20年

９月26日に改正企業会計基準第９

号として確定しております。 

   この結果、従来の方法によった場合

に比べて、当第２四半期連結累計期間

の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ307百万円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 
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当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

  ②たな卸資産の評価基準 

 通常の販売目的で保有するたな卸資

産の評価基準については、従来、原価

法によっておりましたが、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しておりま

す。 

 これにより、当第２四半期連結累計

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は、それぞれ

1,709百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

【簡便な会計処理】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

【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】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

【追加情報】 

  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機と

して見直しを行い、第１四半期連結会計期間より、機械

装置及び公害防止設備の構築物の耐用年数を変更してお

ります。 

 これにより、当第２四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は、それぞれ

195百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、57,343百万円で

あります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、56,991百万円で

あります。 

 ２．偶発債務 

①債務保証 

 他社の金融機関等からの借入に対して、次のとおり

保証を行っております。 

 ２．偶発債務 

①債務保証 

 他社の金融機関等からの借入に対して、次のとおり

保証を行っております。 

八戸製錬㈱ 139百万円

（非連結子会社）        

天津東邦鉛資源再生有限公司 233 〃 

（関連会社）        

群馬環境リサイクルセンター㈱ 437 〃 

計 810 〃 

八戸製錬㈱ 164百万円

（非連結子会社）        

天津東邦鉛資源再生有限公司 214 〃 

（関連会社）        

群馬環境リサイクルセンター㈱ 481 〃 

計 860 〃 

②        ─────        ②債権流動化に伴う買戻し義務 950百万円

（四半期連結損益計算書関係） 

  

  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30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。 

製品運賃諸掛 1,575百万円

従業員給与及び賞与 501 〃 

減価償却費 26 〃 

研究開発費 142 〃 

役員賞与引当金繰入額 19 〃 

退職給付費用 32 〃 

貸倒引当金繰入額 4 〃 

※２．当第２四半期連結累計期間において、個別財務諸

表上、持分法適用関連会社に係る株式の減損処理を

行ったことに伴い、当該持分法適用関連会社に係る

のれん相当額を一時償却したものであります。  

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30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。 

製品運賃諸掛 750百万円

従業員給与及び賞与 265 〃 

減価償却費 13 〃 

研究開発費 70 〃 

役員賞与引当金繰入額 9 〃 

退職給付費用 15 〃 

※２．当第２四半期連結会計期間において、個別財務諸

表上、持分法適用関連会社に係る株式の減損処理を

行ったことに伴い、当該持分法適用関連会社に係る

のれん相当額を一時償却したものであります。  
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

※ 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20年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 16,288百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △25 〃 

現金及び現金同等物 16,263 〃 

（株主資本等関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式        千株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式            千株 

  

３．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

135,855

52

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  1,358  10.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金 

2008/11/13 13:43:5808506481_第２四半期報告書_20081113134238



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産に照らし区分しておりま

す。 

２．各事業の主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

①たな卸資産の評価方法 

 「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、当社は電

子部材系たな卸資産以外のたな卸資産（貯蔵品を除く。）の評価方法については、従来、後入先出法によ

る原価法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より先入先出法による原価法に変更しており

ます。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、製

錬事業で305百万円、環境・リサイクル事業で2百万円、それぞれ減少しております。 

②たな卸資産の評価基準 

 「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、第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営

業利益は、製錬事業で1,687百万円、電子部材事業で17百万円、環境・リサイクル事業で3百万円、それぞ

れ減少しております。 

  
製錬事業 
（百万円） 

電子部材事
業 
（百万円）

環境・リサ
イクル事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高                                          

(1）
外部顧客に対する

売上高 
 22,462  2,272  1,962  2,900  29,597  －  29,597

(2）

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 115  3  33  1,039  1,192 (1,192)  －

計  22,577  2,275  1,996  3,940  30,789 (1,192)  29,597

営業利益  1,916  173  196  372  2,658 (28)  2,629

  
製錬事業 
（百万円） 

電子部材事
業 
（百万円）

環境・リサ
イクル事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高                                          

(1）
外部顧客に対する

売上高 
 44,651  4,809  4,469  5,140  59,071  －  59,071

(2）

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 266  6  75  2,621  2,970 (2,970)  －

計  44,918  4,816  4,545  7,761  62,042 (2,970)  59,071

営業利益  3,688  405  625  801  5,521 (102)  5,419

事業区分 主要製品等

製錬事業 亜鉛製品、鉛製品、電気銀、硫酸等 

電子部材事業 電子部品、電解鉄、プレーティング、機器部品等 

環境・リサイクル事業 酸化亜鉛、廃棄物処理再生等 

その他事業 防音建材、土木・建築・プラントエンジニアリング、運輸、環境分析等 
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４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として見直しを行

い、第１四半期連結会計期間より、機械装置及び公害防止設備の構築物の耐用年数を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、製錬事業

で141百万円、電子部材事業で25百万円、環境・リサイクル事業で28百万円、それぞれ減少しておりま

す。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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。 

  

【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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。 

  

（有価証券関係） 

 当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日） 

 その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものであり、かつ、前連結会計年度

の末日に比べて著しい変動が認められます。 

  
 （注） 当第２四半期連結累計期間において、その他有価証券で時価のある株式について204百万円の減損損失を行っ

ております。なお、当該株式の減損にあたっては、四半期連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％

以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性

等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

   

   取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照
表計上額（百万円）  

差額（百万円）

(1）株式  2,378 5,022 2,644 

(2）債券        

国債・地方債等  － － － 

社債   4,963 2,660 △2,302 

その他  － － － 

(3）その他  － － － 

 合計 7,341 7,683 342 

（デリバティブ取引関係） 

 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 

  

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。 

  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 428円84銭 １株当たり純資産額 421円61銭

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 19円59銭 １株当たり四半期純利益金額 9円13銭

 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。

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

四半期純利益（百万円）  2,659  1,239

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株主に係る四半期純利益（百万円）  2,659  1,239

期中平均株式数（千株）  135,803  135,802

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

（リース取引関係） 

 前連結会計年度の末日に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。 
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２【その他】 

 該当事項はありません。 
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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20年11月13日

東邦亜鉛株式会社 

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 田中 文康  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 山崎 一彦  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」に掲げられている東邦亜鉛株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30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、東邦亜鉛株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

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」（１）②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「棚卸資産の評価に関する会計基準」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。 
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