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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 4,954 ― 149 ― 178 ― 187 ―

20年3月期第1四半期 4,639 12.2 187 ― 175 ― 167 ―

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

21年3月期第1四半期 4.83 ―

20年3月期第1四半期 4.20 ―

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

21年3月期第1四半期 21,605 13,436 62.2 346.19
20年3月期 22,184 13,427 60.5 345.94

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,436百万円 20年3月期  13,427百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 10,900 ― 330 ― 400 ― 390 ― 10.05
通期 21,800 8.7 660 △17.3 730 △2.4 710 3.0 18.29

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 上記の業績予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性がありま
す。 
(2) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  41,207,730株 20年3月期  41,207,730株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,396,861株 20年3月期  2,394,770株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  38,811,938株 20年3月期第1四半期  39,854,553株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間は、原油・ナフサ及び石炭価格の更なる高騰に伴い原燃料価格が上昇を続ける

厳しい事業環境となりました。このような状況下、当社グループといたしましては、原燃料価格の高騰に対
処した適正な価格水準の確保、並びに既存製品及び新規製品の拡販に取り組んでまいりました。
その結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は4,954百万円（前年同四半期比314百万円増収・6.8

％増）となりました。
利益面では、原燃料価格高騰への対応が十分に進まなかったこと、並びに設備投資増加に伴う償却負担増

の影響により営業利益は149百万円（前年同四半期比37百万円減益・20.0％減）となりましたが、経常利益
は、営業外費用の減少により178百万円（前年同四半期比2百万円増益・1.2％増）となりました。
四半期純利益は、税金費用の減少もあり187百万円（前年同四半期比19百万円増益・11.9％増）となりま

した。

これを事業別に見ますと次のとおりであります。

化学品事業
・有機酸製品
主要製品である無水フタル酸は、原燃料価格高騰に対処した製品価格の是正効果、並びに輸出向を中心と

した数量増加により増収となりました。
　その他の有機酸製品は価格改定の影響もあり販売数量が減少し減収となりました。
・有機酸系誘導品
可塑剤は前年同四半期並となりました。マキシモール®は住宅等に使用される断熱材用途の数量は減少した

ものの、界面活性剤用途が伸びたこと、並びに原燃料価格高騰に対処した製品価格の是正効果により増収と
なりました。
・キノン系製品
パルプ蒸解助剤ＳＡＱ®は前年同四半期並の販売となりましたが、ナフトキノン、脱硫触媒ＮＱＳ®は、拡

販、並びに原燃料価格高騰に対処した製品価格の是正効果により増収となり、農薬原体アセキノシルは販売
時期のずれにより増収となりました。

以上の結果、化学品事業全体としての売上高は4,889百万円（前年同四半期比388百万円増収・8.6％増）と
なりましたものの、原燃料価格高騰による収益圧迫及び設備投資増加に伴う償却負担増の影響により営業利
益は140百万円（前年同四半期比32百万円減益・18.8％減）となりました。

その他の事業
その他の事業につきましては、エンジニアリング事業において工事量が減少したこと等により、売上高は

64百万円（前年同四半期比73百万円減収・53.5％減）、営業利益は６百万円（前年同四半期比７百万円減益・
53.1％減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、21,605百万円となり前連結会計年度末に比べ578百万円減

少いたしました。
　流動資産は、主に、たな卸資産が増加しましたが、短期貸付金が減少したことにより前連結会計年度末に
比べ464百万円減少し、9,545百万円となりました。
　固定資産は、主に、有形固定資産の減価償却見合いの減少により、前連結会計年度末に比べ114百万円減少
し、12,059百万円となりました。
　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、8,169百万円となり前連結会計年度末に比べ587百万円
減少いたしました。
  流動負債は、主に、買掛金の減少により、前連結会計年度末に比べ563百万円減少し、4,406百万円となり
ました。
  固定負債は、主に、保有株式の時価評価の増加に伴う繰延税金負債の増加がありましたものの、退職給付
引当金の減少により、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、3,762百万円となりました。
　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、13,436百万円となり前連結会計年度末に比べ９百万円増
加いたしました。
　株主資本は、主に、当第１四半期純利益187百万円の計上はありましたものの、配当金の支払いにより、前
連結会計年度末に比べ６百万円減少し、9,492百万円となりました。
　評価・換算差額等は、主に、保有株式の時価評価の増加に伴うその他有価証券評価差額金の増加により、
前連結会計年度末に比べ16百万円増加し、3,943百万円となりました。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績は概ね予想どおりに推移しており、平成20年５月14日に発表した連結業績予想に修正はありません。

4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 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
① 簡便な会計処理

ⅰ 棚卸資産の評価方法
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

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。
ⅱ 固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間
按分する方法によっております。
　なお、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。

ⅲ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。
　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。

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

(3) 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
① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
　たな卸資産

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益が、それぞれ17百万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。

（追加情報）
　 有形固定資産の耐用年数の変更

当社の機械装置については、従来、耐用年数を７年～12年のものを、当第１四半期連結会計期間より
８年に変更しております。
　この変更は平成20年度税制改正を契機として機械装置の経済的耐用年数を見直した結果によるもので
あります。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益が、それぞれ９百万円増加しております。
　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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5. 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1四半期連結会計期間末

(平成20年６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 377 388

受取手形及び売掛金 5,375 5,594

商品 54 46

製品 1,749 1,485

原材料 603 396

仕掛品 134 192

貯蔵品 52 52

短期貸付金 930 1,578

その他 267 275

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 9,545 10,010

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 863 886

機械装置及び運搬具（純額） 2,168 2,107

土地 8,084 8,084

その他（純額） 124 301

有形固定資産合計 11,240 11,380

無形固定資産 15 16

投資その他の資産 803 777

固定資産合計 12,059 12,174

資産合計 21,605 22,184

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,954 3,772

短期借入金 100 100

未払法人税等 12 42

賞与引当金 78 194

役員賞与引当金 － 9

修繕引当金 119 80

その他 1,141 770

流動負債合計 4,406 4,969

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 2,555 2,555

繰延税金負債 161 150

退職給付引当金 994 1,013

役員退職慰労引当金 52 68

固定負債合計 3,762 3,787

負債合計 8,169 8,757
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（単位：百万円） 

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６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)

純資産の部

株主資本

資本金 6,282 6,282

資本剰余金 2,549 2,549

利益剰余金 1,048 1,054

自己株式 △387 △387

株主資本合計 9,492 9,499

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 235 219

土地再評価差額金 3,708 3,708

評価・換算差額等合計 3,943 3,927

純資産合計 13,436 13,427

負債純資産合計 21,605 22,184
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 4,954

売上原価 4,287

売上総利益 666

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 516

営業利益 149

営業外収益

受取利息 2

受取配当金 12

固定資産賃貸料 12

その他 3

営業外収益合計 31

営業外費用

支払利息 0

固定資産処分損 0

固定資産除却損 0

その他 0

営業外費用合計 2

経常利益 178

税金等調整前四半期純利益 178

法人税、住民税及び事業税 2

過年度法人税等戻入額 △12

法人税等調整額 0

法人税等合計 △9

四半期純利益 187
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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1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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 178

減価償却費 191

賞与引当金の増減額（△は減少） △115

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9

修繕引当金の増減額（△は減少） 39

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16

受取利息及び受取配当金 △15

支払利息 0

売上債権の増減額（△は増加） 218

たな卸資産の増減額（△は増加） △421

その他の流動資産の増減額（△は増加） 8

仕入債務の増減額（△は減少） △817

その他の流動負債の増減額（△は減少） 393

その他 0

小計 △384

利息及び配当金の受取額 15

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △13

営業活動によるキャッシュ・フロー △383

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 △80

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △80

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △194

財務活動によるキャッシュ・フロー △194

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △659

現金及び現金同等物の期首残高 1,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,308
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
  当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

化学品事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

合計
(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
4,889 64 4,954 ― 4,954

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
─ 168 168 (168) ―

計 4,889 233 5,123 (168) 4,954

営業利益 140 6 147 2 149

(注) １ 事業区分は、事業の種類・性質の類似性等を勘案して決定しております。
２ 各事業区分の主要な製品又は業務

       (1) 化学品事業………有機酸製品、有機酸系誘導品、キノン系製品
       (2) その他の事業……設備の設計・施工、施設の管理運営他

３ 「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」の会計処理の原則及び手続の変更

に記載のとおり「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業

会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより化学品事業の営業費用は17

百万円増加し、営業利益が同額減少しております。その他の事業につきましては影響はありません。

４ 「追加情報」に記載のとおり平成20年度税制改正を契機として機械装置の経済的耐用年数を見直してお

ります。これにより化学品事業の営業費用は９百万円減少し、営業利益が同額増加しております。

【所在地別セグメント情報】

  当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)
    在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
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【海外売上高】

  当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 453 143 111 15 723

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 4,954

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合(％)
9.2 2.9 2.2 0.3 14.6

(注) １ 海外売上高は、親会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。なお、
            連結子会社の海外売上高はありません。

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
３ 各区分に属する主な国又は地域
　(1)アジア………………中国、インドネシア
　(2)欧州…………………ドイツ、イギリス
　(3)北米…………………アメリカ
　(4)その他の地域………メキシコ

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

金額(百万円）

Ⅰ 売上高 4,639  

Ⅱ 売上原価 3,966  

売上総利益 672  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 485  

営業利益 187  

Ⅳ 営業外収益 33  

Ⅴ 営業外費用 44  

経常利益 175  

　 税金等調整前四半期純利益 175  

　 税金費用 8  

　 四半期純利益 167  
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