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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 7,331 ― 350 ― 647 ― 348 ―
20年3月期第1四半期 7,028 12.7 640 14.4 1,048 47.7 591 43.6

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 31.13 ―
20年3月期第1四半期 52.89 ―

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 50,400 40,011 79.0 3,561.62
20年3月期 49,482 40,092 80.6 3,569.77

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  39,813百万円 20年3月期  39,905百万円

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 ― 0.00 ― 60.00 60.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 60.00 60.00

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 14,300 4.0 440 △58.5 540 △54.3 320 △65.9 28.62
通期 28,850 5.6 1,270 △8.1 1,530 △18.3 920 △32.7 82.29

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．その他をご覧ください。  

(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．その他をご覧ください。  

(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 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  11,281,629株 20年3月期  11,281,629株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  103,072株 20年3月期  102,879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  11,178,557株 20年3月期第1四半期  11,180,572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における我が国の経済は、原油価格の高騰による原材料高に加え、米国経済減速

による影響が為替相場に波及し急激なドル安が進行致しました。米国経済減速は、当社グループ主要輸出先の

アジア諸国の生産にも影響を与えています。

このような状況の下で当社グループは、コスト削減、原材料上昇分の価格転嫁、国際競争力のある高品質、

低価格商品の開発とともに、高付加価値商品の開発に努めてまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高7,331百万円、営業利益350

百万円、経常利益647百万円、四半期純利益348百万円となりました。

・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 界面活性剤部門における当第１四半期連結会計期間の売上高は5,107百万円、営業利益は222百万円となり

ました。

陰イオン界面活性剤の分野におきましては、合繊メーカー各社の国内繊維生産量は減少しましたが、不織

布原綿生産の拡大や炭素繊維用処理剤の拡販があり前年並みの実績となりました。海外の汎用品の新増設に

伴い関連製品の販売が増加し、売上高869百万円となりました。

非イオン界面活性剤の分野におきましては、国内では、テキスタイル分野は減産の影響で関連製品の販売

が減少しましたが、炭素繊維増産で好調に推移しました。海外では、衣料用及び工業用繊維分野が新増設共

に活発で好調に推移し、また弾性繊維も好調を持続、化学工業分野では既存商品の拡販もあり、売上高

4,002百万円となりました。

陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、前年に引き続きアクリル、ウールの減産により、関連

加工剤の販売が減少しましたが、機能加工剤は伸張しました。化学工業分野での新商品受注増もあり、売上

高235百万円となりました。

② その他部門における当第１四半期連結会計期間の売上高は2,223百万円、営業利益は127百万円となりまし

た。

高分子・無機製品等の分野におきましては、繊維関連では、スパン糸用糊剤は前年を下回りましたが、フ

ィラメント用糊剤の販売は伸張しました。非繊維関連では、建材関係は着工件数の低迷、公共工事減少によ

る添加剤販売不調がありましたが、ゴム成形品加工剤、熱膨張性マイクロカプセルなどが伸張し、売上高

2,223百万円となりました。

・所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

① 日本における当第１四半期連結会計期間の売上高は7,189百万円、営業利益は281百万円となりました。

② インドネシアにおける当第１四半期連結会計期間の売上高は178百万円、営業利益は59百万円となりま

した。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という）比917百万円（1.9

％）増加して、50,400百万円となりました。流動資産は前期末比398百万円（1.2％）減少の33,659百万円、固

定資産は前期末比1,316百万円（8.5％）増加の16,740百万円となりました。

流動資産減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が502百万円前期末より増加したものの、現金及び預金が

809百万円前期末より減少したことによるものであります。
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固定資産増加の主な要因は、建設仮勘定が994百万円、投資有価証券が427百万円それぞれ前期末より増加し

たことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比998百万円（10.6％）増加の10,388百万円となりま

した。流動負債は、前期末比864百万円（9.5％）増加の9,939百万円、固定負債は前期末比133百万円

（42.3％）増加の449百万円となりました。

流動負債増加の主な要因は、買掛金が326百万円前期末より増加したことによるものです。固定負債の主な

増加要因は、繰延税金負債が142百万円前期末より増加したことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前期末比80百万円（0.2％）減少して40,011百万円となりま

した。

主な要因は、その他有価証券評価差額金が246百万円増加したものの、利益配当等により利益剰余金が322百

万円減少したことによるものであります。

この結果自己資本比率は、前期末の80.6％から79.0％となりました。期末発行済株式総数に基づく１株当た

りの自己資本は、前期末の3,569円77銭から3,561円62銭となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ763百万円の減少と

なりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、902百万円の増加となり、投資活動による

キャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、それぞれ1,096百万円及び671百万円の

減少となったためであります。また、当第１四半期連結会計期間に係る現金及び現金同等物の換算差額による

増加は102百万円となりました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半

期末残高は17,659百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における税金等調整前四半期純利益が645百万円となり、その他流動負債の増

加が694百万円、仕入債務の増加が339百万円であったのに対し、売上債権の増加が430百万円となったため、

営業活動によるキャッシュ・フローは902百万円の増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間におきましては、有形固定資産の取得による支出が1,042百万円、投資有価証

券の取得による支出が58百万円となったため、投資活動によるキャッシュ・フローは1,096百万円の減少と

なりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間におきましては、自己株式取得による支出が０百万円と、配当金の支払額が

670百万円であったため、財務活動によるキャッシュ・フローは671百万円の減少となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間の業績が概ね当初予定通り推移したことから、現時点におきましては平成20年

５月16日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

４．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認
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められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②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。

また、棚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格を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。

なお、原価計算について簡便な方法によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

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。

④経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きいものについては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。

⑤法人税等の算定方法

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。

(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等の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年

３月14日 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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「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。これによる影響はありません。

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成

18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結上必要な修正を行って

おります。これによる影響はありません。

(4) 追加情報

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、法定耐用

年数及び資産区分が見直されました。これにより、当社の機械装置については、従来耐用年数を主として７

年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間よりその一部を８年に変更しております。

これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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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)

前連結会計年度末に係る
当第１四半期連結会計期間末

要約連結貸借対照表
（平成20年６月30日)

（平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ２０，７５３ ２１，５６２

受取手形及び売掛金 ８，１３０ ７，６２７

有価証券 ７４６ ７００

商品及び製品 １，７８１ １，８３５

仕掛品 ３６２ ３６４

原材料及び貯蔵品 １，２４８ １，２６２

繰延税金資産 ３１６ ４８１

その他 ３１９ ２２３

流動資産合計 ３３，６５９ ３４，０５８

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） １，２２１ １，２４０

機械装置及び運搬具（純額） １，３６０ １，４４５

土地 ５３４ ５３６

建設仮勘定 １，５９４ ５９９

その他（純額） ２４１ ２４０

有形固定資産合計 ４，９５２ ４，０６２

無形固定資産 ２０ ２１

投資その他の資産

投資有価証券 １０，８７７ １０，４５０

長期貸付金 ３２１ ３０３

繰延税金資産 － １２

その他 ５８３ ５８６

貸倒引当金 △１３ △１３

投資その他の資産合計 １１，７６７ １１，３３９

固定資産合計 １６，７４０ １５，４２４

資産合計 ５０，４００ ４９，４８２
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(単位：百万円)

前連結会計年度末に係る
当第１四半期連結会計期間末

要約連結貸借対照表
（平成20年６月30日)

（平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 ６，８７９ ６，５５２

短期借入金 １，０００ １，０００

未払法人税等 ８９ ９９

賞与引当金 ６２ ３４６

その他 １，９０８ １，０７６

流動負債合計 ９，９３９ ９，０７４

固定負債

繰延税金負債 １４２ －

退職給付引当金 ２２６ ２３６

その他 ８０ ７９

固定負債合計 ４４９ ３１５

負債合計 １０，３８８ ９，３９０

純資産の部

株主資本

資本金 ６，０９０ ６，０９０

資本剰余金 ６，５１７ ６，５１７

利益剰余金 ２７，３７０ ２７，６９３

自己株式 △２８３ △２８３

株主資本合計 ３９，６９４ ４０，０１７

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 ２３６ △９

為替換算調整勘定 △１１７ △１０２

評価・換算差額等合計 １１９ △１１２

少数株主持分 １９７ １８６

純資産合計 ４０，０１１ ４０，０９２

負債純資産合計 ５０，４００ ４９，４８２
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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 ７，３３１

売上原価 ５，８８５

売上総利益 １，４４５

販売費及び一般管理費 １，０９５

営業利益 ３５０

営業外収益

受取利息 ８６

受取配当金 ２２

為替差益 １６８

その他 ５８

営業外収益合計 ３３５

営業外費用

支払利息 ３

持分法による投資損失 ２０

支払手数料 １１

その他 ３

営業外費用合計 ３８

経常利益 ６４７

特別損失

固定資産除却損 １

特別損失合計 １

税金等調整前四半期純利益 ６４５

法人税、住民税及び事業税 １２０

法人税等調整額 １５１

法人税等合計 ２７２

少数株主利益 ２５

四半期純利益 ３４８
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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 ６４５

減価償却費 １４５

退職給付引当金の増減額（△は減少） △９

貸倒引当金の増減額（△は減少） △０

賞与引当金の増減額（△は減少） △２８４

受取利息及び受取配当金 △１０９

支払利息 ３

持分法による投資損益（△は益） ２０

有形固定資産除却損（△は益） １

為替差損益（△は益） △１７１

売上債権の増減額（△は増加） △４３０

たな卸資産の増減額（△は増加） ４８

仕入債務の増減額（△は減少） ３３９

未払消費税等の増減額（△は減少） １０

その他の流動資産の増減額（△は増加） ２１

その他の流動負債の増減額（△は減少） ６９４

小計 ９２５

利息及び配当金の受取額 １０７

利息の支払額 △０

法人税等の支払額 △１３０

営業活動によるキャッシュ・フロー ９０２

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △５８

投資有価証券の売却による収入 ０

有形固定資産の取得による支出 △１，０４２

有形固定資産の売却による収入 ０

長期貸付金の回収による収入 １

保険積立金の解約による収入 ２

投資その他の資産の増減額（△は増加） ０

投資活動によるキャッシュ・フロー △１，０９６

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 △６７０

財務活動によるキャッシュ・フロー △６７１

現金及び現金同等物に係る換算差額 １０２

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △７６３

現金及び現金同等物の期首残高 １８，４２３

現金及び現金同等物の四半期末残高 １７，６５９
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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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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

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

該当事項はありません。
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(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）

界面活性剤 その他 計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する
5,107 2,223 7,331 － 7,331

売上高

(2)セグメント間の内部
－ － － － －

売上高又は振替高

計 5,107 2,223 7,331 － 7,331

営業利益 222 127 350 － 350

（注） 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

事業区分の方法････製品の種類別区分による

区分に属する主要な製品の名称

界面活性剤････････化合繊紡糸紡績用油剤、織布用経糸油剤、帯電防止剤、香粧品原料

その他････････････経糸用糊剤、触感向上剤

【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）

日本 インドネシア 計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する
7,166 164 7,331 － 7,331

売上高

(2)セグメント間の内部
22 14 36 (36) －

売上高又は振替高

計 7,189 178 7,367 (36) 7,331

営業利益 281 59 341 8 350

【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）

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,722 416 3,139

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 7,331

Ⅲ 連結売上高に占める
37.1 5.7 42.8

海外売上高の割合(％)

（注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

国又は地域の区分の方法 地理的近接度による

各区分に属する主な国又は地域 東南アジア インドネシア、タイ、台湾

その他の地域 アメリカ合衆国、メキシコ、フランス、イギリス

２ 海外売上高は、当社及び連結子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。
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

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

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日
科 目

至 平成19年６月30日)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 ７，０２８

Ⅱ 売上原価 ５，２２６

売上総利益 １，８０１

Ⅲ 販売費及び一般管理費 １，１６０

営業利益 ６４０

Ⅳ 営業外収益 ４２７

Ⅴ 営業外費用 １９

経常利益 １，０４８

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失 １

税金等調整前四半期純利益 １，０４７

税金費用 ４２２

少数株主利益 ３３

四半期純利益 ５９１
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