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（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 39,767 － 645 － 682 － 354 －
20年３月期第１四半期 37,443 8.8 615 22.7 791 41.3 804 101.3
 

 
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 8 49 －
20年３月期第１四半期 19 25 －
 
(2) 連結財政状態 

 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 56,375 12,454 21.9 295 19
20年３月期 56,962 11,734 20.4 278 05

（参考） 自己資本  21年３月期第１四半期 12,328百万円 20年３月期 11,612百万円 

 
２．配当の状況 

 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 － 0 0 
21年３月期 － 
21年３月期(予想)  0 － 0

0 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無： 無 
 
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） 

 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 

81,500 6.4 1,130 △1.3 1,250 △13.9 770 △38.8 18 44

通     期 166,500 7.0 2,500 0.1 2,800 △7.9 1,700 △31.4 40 71
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ：無 
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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 ： 無 
  
(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） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
② ①以外の変更 ： 無 
 （注）詳細は、５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）  

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 41,780,000株 20年３月期 41,780,000株
② 期末自己株式数 21年３月期第１四半期 16,289株 20年３月期 16,289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 41,763,711株 20年３月期第１四半期 41,763,778株

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としているものであり、実際の業

績は、今後様々な要因により大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。 

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。 
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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 

①当期の業績の概況 

当第1四半期連結会計期間における我が国経済は、原油を始めとする資源・素材価格が依然として上昇基調をたど

る中、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカの景気後退懸念や株式・為替市場の変動もあり、輸出や

生産の弱含みにより企業収益は減少し、設備投資や個人消費は横ばいを辿り雇用状況にも厳しさが残るなど、景気

は足踏み状態となっております。 

このような状況下、当社グループといたしましては、先に策定いたしました3ヶ年中期経営計画の最終年度として、

引続き当社グループの得意分野である中国関連取引を中心に事業を推進して参りました結果、当第1四半期連結会計

期間の当社グループの売上高は397億6千7百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益は6億4千5百万円（同4.8%増）と

前年度を上回る実績となりました。 

経常利益につきましては、自動車販売減少の影響を受け、持分法による投資利益が減少したことから、6億8千2百

万円（同13.7%減）となりました。 

また、前年同期に計上した保有有価証券売却益等の特筆すべき特別損益は発生しなかったため、四半期純利益は3

億5千4百万円（同55.9%減）となりました。 

 

②事業の種類別セグメントの状況 

事業別の状況は次のとおりであります。 

 

【化学品関連事業】 

塗料接着剤用薬品や有機溶剤等を中心とした国内取引、また中国を中心とした鉱産物・難燃剤関連製品及び無機

薬品等の貿易取引が順調に推移したことにより、化学品関連事業の売上高は154億5千万円、営業利益は3億6千8百万

円となりました。 

 

【合成樹脂関連事業】 

フィルム関連では、液晶パネル用フィルム販売で若干の陰りが見えました。また規制強化の影響を受けた遊戯具

用部材取引等でも回復基調とは言えませんでした。 

しかし、自動車部品関連取引や包装用資材取引では伸長し、落ち込み分をカバーいたしました結果、合成樹脂関

連事業の売上高は83億8千2百万円、営業利益は9千3百万円となりました。 

 

【機能建材関連事業】 

防水資材の取扱は順調でありましたが、建築基準法改正による住宅着工件数減少等の影響を受け、断熱材や住宅

内装部材の取扱が全般的に伸び悩んだため、機能建材関連事業の売上高は59億6千3百万円、営業利益は9千5百万円

となりました。 

 

【石油関連事業】 

原油価格高騰による石油製品価格の上昇により、国内販売数量は低調に推移しておりますが、単価上昇により取

扱高は前年同期並みとなりました。 
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また貿易取引では、潤滑油等石油製品の取扱が引続き好調であり、更には、在中国子会社における石油製品の販

売も順調に推移したため、石油関連事業の売上高は63億2千7百万円、営業利益は2億2千4百万円となりました。 

 

【海外業務関連事業】 

中国製フランジの輸入取引や、中国向け発電用設備部材と中南米向け精密機器等の輸出取引は順調に推移しまし

たが、水産物やコーヒー等の輸入食料の取扱が減少したことから、海外業務関連事業の売上高は36億4千4百万円、

営業利益は1億1百万円となりました。 

 

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比5億8千6百万円減少の563億7千5百万円となりました。 

流動資産は、主に季節要因等の影響で売上債権が減少したこと等により、前連結会計年度末比12億1千万円減少の

434億9千万円となりました。 

固定資産は、主に投資有価証券が時価の回復により増加したことに伴い、前連結会計年度末比6億2千3百万円増加の

128億8千5百万円となりました。 

一方、負債は、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末比13億6百万円

減少の439億2千1百万円となりました。 

また、純資産は、その他有価証券評価差額金の増加、当四半期純利益による利益剰余金の増加等により前連結会計

年度末比7億1千9百万円増加の124億5千4百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は21.9％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

（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末における営業活動による資金の増加は4億5千9百万円となっております。これは主に税

金等調整前四半期純利益6億9千5百万円から非現金収支等を調整した後の資金の増加6億8千6百万円に対し、売上債

権の減少等による資金増18億3千百万円と債権流動化、仕入債務の減少及び法人税等の支出等による資金減20億5千7

百万円が生じたこと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１四半期連結会計期間末における投資活動による資金の減少は7千6百万円となっております。これは主に長期

貸付金の支出9千7百万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１四半期連結会計期間末における財務活動による資金の減少は7億5千4百万円となっております。これは短期借

入金の返済による純減少額によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 米国経済を始めとする世界的な景気減速や原燃料価格の上昇等の影響が懸念されるなど、国内外ともに先行きは
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厳しい局面が続くものと予想されますが、当第1四半期連結会計期間の業績は、期初予想と比較し概ね順調に推移し

ており、現時点におきましては、特段の予想修正要因はございません。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

(3) 四半期連結財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①四半期連結財務諸表に関する会計基準等の適用 

「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)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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。なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

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 

「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ております。なお、これに伴う営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

 

④リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日企業会計

基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改

正平成19年3月30日企業会計基準第16号）を当第1四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。また、リース資産の減価償却の方法は、リ－ス

期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。これに伴う、リース資産計上額、営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は、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) 

 
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 1,212  1,598

  受取手形及び売掛金 36,162  37,109

  商品 4,719  4,503

  その他 1,944  2,038

  貸倒引当金 △547  △549

  流動資産合計 43,490  44,700

 固定資産  

  有形固定資産 711  704

  無形固定資産 22  34

  投資その他の資産  

   投資有価証券 9,925  9,352

   その他 2,931  2,895

   貸倒引当金 △705  △725

   投資その他の資産合計 12,150  11,522

  固定資産合計 12,885  12,261

 資産合計 56,375  56,962

（負 債 の 部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 28,521  29,070

  短期借入金 8,675  9,110

  未払法人税等 283  703

  賞与引当金 92  47

  その他 906  924

  流動負債合計 38,479  39,855

 固定負債  

  長期借入金 2,800  3,000

  退職給付引当金 236  224

  役員退職慰労引当金 143  133

  負ののれん 46  48

  その他 2,215  1,964

  固定負債合計 5,441  5,371

 負債合計 43,921  45,227
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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 4,024  4,024

  資本剰余金 2,761  2,761

  利益剰余金 3,748  3,394

  自己株式 △3  △3

  株主資本合計 10,530  10,176

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 2,024  1,660

  繰延ヘッジ損益 1  △84

  為替換算調整勘定 △227  △139

  評価・換算差額等合計 1,797  1,436

 少数株主持分 125  122

 純資産合計 12,454  11,734

負債及び純資産合計 56,375  56,962
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(2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

                       (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  39,767

売上原価  37,236

売上総利益  2,531

販売費及び一般管理費  1,886

営業利益  645

営業外収益  

 受取利息  10

 受取配当金  38

 負ののれん償却額  2

 持分法による投資利益  108

 その他  8

 営業外収益合計  168

営業外費用  

 支払利息  56

 為替差損  26

 手形売却損  14

 売掛金売却損  16

 その他  17

 営業外費用合計  131

経常利益  682

特別利益  

 貸倒引当金戻入益  24

 その他  1

 特別利益合計  25

特別損失  

 固定資産売却損  11

 その他  2

 特別損失合計  13

税金等調整前四半期純利益  695

法人税、住民税及び事業税  246

法人税等調整額  88

法人税等合計  335

少数株主利益  5

四半期純利益  354
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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 695

 減価償却費 16

 負ののれん償却額 △2

 持分法による投資損益（△は益） △64

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △21

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 11

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減
少） 

9

 賞与引当金の増減額（△は減少） 44

 受取利息及び受取配当金 △49

 支払利息 56

 固定資産売却損益（△は益） △1

 売上債権の増減額（△は増加） 1,503

 売上債権流動化による収入 △599

 たな卸資産の増減額（△は増加） △248

 仕入債務の増減額（△は減少） △431

 その他流動資産の増減額（△は増加） △38

 その他投資等の増減額（△は増加） 16

 その他流動負債の増減額（△は減少） 35

 その他固定負債の増減額（△は減少） 37

 その他 105

 小計 1,073

 利息及び配当金の受取額 75

 利息の支払額 △34

 法人税等の支払額又は還付額（△は支
払） 

△655

 営業活動によるキャッシュ・フロー 459

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 △1

 投資有価証券の売却による収入 10

 出資金の売却による収入 0

 有形固定資産の取得による支出 △5

 有形固定資産の売却による収入 1

 短期貸付金の回収による収入 22

 長期貸付けによる支出 △97

 その他 △5

 投資活動によるキャッシュ・フロー △76
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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) 

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） △754

 財務活動によるキャッシュ・フロー △754

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15

現金及び現金同等物の増加額（又は減少） △386

現金及び現金同等物の期首残高 1,598

現金及び現金同等物の期末残高 1,212
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(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） 

 

 
化学品関連
事業 

(百万円) 

合成樹脂関
連事業 

(百万円)

機能建材関
連事業 

(百万円)

石油関連事
業 

(百万円)

海外業務関
連事業 

(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 

15,450 8,382 5,963 6,327 3,644 39,767 － 39,767

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

113 215 5 68 18 421 （421） －

計 15,563 8,598 5,968 6,395 3,663 40,189 （421） 39,767

営業利益 368 93 95 224 101 883 （237） 645

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各区分の主な製品 

  事業区分             主要商品 

化学品関連事業 有機及び無機工業薬品、石油化学製品、食品添加物、農薬、医薬品、合成ゴ

ム、肥料、難燃剤、炭素製品等 

合成樹脂関連事業 合成樹脂原料並びに製品等 

機能建材関連事業 硝子繊維等の建築資材、木材及び木材製品等 

石油関連事業 石油製品等 

海外業務関連事業 医療機器、農水産物、鋳造物、継手、硝子製品等 

３ 事業区分の変更 

当第1四半期連結累計期間より、従来「燃料・物資関連事業」に区分しておりました物資関連事業（硝子

製品の輸入販売）を「海外業務関連事業」に含めて区分しております。この変更は、連結財務諸表提出会

社において、同事業を貿易ビジネスに経験豊富な海外業務部門で所管することが今後の同事業の展開に有

用であると判断し、管理組織の異動を行ったことによるものであります。また、この事業区分の変更に伴

い、「燃料・物資関連事業」の名称は「石油関連事業」に変更いたしております。この結果、従来の区分

の方法と比較して、石油関連事業の売上高は、445百万円減少し、営業利益は、14百万円減少しており、

海外業務関連事業については、それぞれ同額増加しております。 
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【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） 

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の金額割合が90％を超えているため、所在地別

セグメント情報の記載は省略しております。 

 

【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 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,327 523 7,851 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 39,767 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 18.4 1.3 19.7 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中華人民共和国、大韓民国 

(2) その他の地域……北米、中南米 

３ 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る。 

 

(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」 

 前四半期に係る財務諸表等 

 （要約）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 至 平成19年6月30日） 

 

 前年同四半期 

（平成20年3月期 

 第1四半期） 

 

科  目 

 金額（百万円）

Ⅰ 売上高  37,443

Ⅱ 売上原価 

   売上総利益 

 35,131

  2,311

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,695

   営業利益     615

Ⅳ 営業外収益 

   受取利息 

   受取配当金 

   持分法による投資利益 

   その他 

    279

      8

     43

    216

     11

Ⅴ 営業外費用 

   支払利息 

   手形売却損 

   売掛金売却損 

   その他 

   103

    59

    14

    10

    19

   経常利益    791

Ⅵ 特別利益 

   投資有価証券売却益 

   貸倒引当金戻入益 

   その他 

   421

   353

    48

    19

Ⅶ 特別損失 

   固定資産処分損 

     0

     0

   税金等調整前四半期純利益  1,212

   法人税等    402

   少数株主利益      5

   四半期純利益    804
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