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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 13,959 ― 829 ― 885 ― 526 ―

20年3月期第2四半期 13,742 15.6 950 △26.7 1,001 △25.3 585 △25.5

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2四半期 22.06 ―

20年3月期第2四半期 22.52 ―

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2四半期 30,983 22,778 72.3 942.66
20年3月期 32,488 22,727 68.9 932.05

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  22,390百万円 20年3月期  22,375百万円

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 ― 8.50 ― 9.00 17.50
21年3月期 ― 9.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 19.50

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 29,000 △6.1 1,700 △23.2 1,800 △21.1 1,100 △13.8 46.21

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. その他をご覧ごださい。 ]  

(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. その他をご覧ごださい。 ]  

(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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点での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。実際の業績等は、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。 
業績予想の前提となる条件等については、2ページ【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」をご覧ください。  

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2四半期  25,372,447株 20年3月期  27,382,147株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,620,190株 20年3月期  3,375,260株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  23,852,603株 20年3月期第2四半期  26,017,787株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とする米国の経済減速や

原油、原材料価格高騰の影響により、企業収益や設備投資が減少し、消費者マインドが冷え込むなど、景

気の停滞感が拡大してまいりました。 

このような事業環境のなかで、当社グループは新製品上市による競争力の強化、技術力アップによるシ

ェア拡大、新規テーマの獲得とその拡販、経費削減等コスト競争力の一層の強化や燃料・原材料コスト上

昇分の販売価格への転嫁に努めてまいりました。 

これにより当第2四半期累計期間の売上高は１３９億５千９百万円（前年同期比１０１．６％）と堅調

に推移いたしましたが、価格転嫁が十分浸透せず、利益面では営業利益８億２千９百万円（同８７．

３％）、経常利益は８億８千５百万円（同８８．４％）、四半期純利益は５億２千６百万円（同８９．

８％）と減少いたしました。 

  

〔工業用製品〕 

医薬中間体や「コレステロール」及び化粧用リン脂質などの販売数量が増加したこと等により売上高は

増加いたしましたが、原材料価格高騰の影響を受け利益は減少いたしました。 
  
〔家庭用製品〕 

業務用石鹸・洗浄剤の販売に注力した結果、売上高は堅調に推移いたしましたが、原材料価格高騰の影

響を受け利益は減少いたしました。 
  
〔不動産〕 

前年同期は新規分譲マンションの売上が集中していたため、売上高は減少いたしました。 
  
〔その他〕 

医薬品業界からの安全性試験の受託の延期等により、売上・利益ともに減少いたしました。 

  
  

当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末（以下「前期末」という。）比１５億４百万円減少し、３

０９億８千３百万円となりました。これは主として、販売用不動産の減少により流動資産が１６億５千１

百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期末の負債は前期末比１５億５千５百万円減少し、８２億５百万円となりました。これは主

として、短期借入金及び未払金等の減少により、流動負債が１３億７千２百万円減少したことによるもの

であります。 

当第２四半期末の純資産は、前期末比５千万円増加し、２２７億７千８百万円となりました。これは主

として、株主資本が１億５千万円増加したことによるものであります。 

  

今後の景気動向については、金融危機の影響による世界的な景気後退が懸念されております。また、当

社グループを取り巻く事業環境も高騰した原材料価格や円高など、引続き厳しい状況が予想されます。 

 これらにより平成21年3月期の通期業績予想を修正し、営業利益１７億円（前回発表１９億円）、経常

利益１８億円（同、２０億円）、当期純利益１１億円（同、１２．５億円）としております。 

 なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要

因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

①簡便な会計処理 

・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、売却または除却等の見積も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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

①「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」（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、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益

がそれぞれ55,611千円減少しております。 

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」（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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

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)

(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

(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
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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：千円） 

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 1,289,428 1,432,126 

受取手形及び売掛金 7,423,056 7,723,803 

商品 366,317 356,535 

製品 1,032,119 1,237,839 

販売用不動産 971,625 2,506,939 

原材料 815,855 582,905 

仕掛品 1,193,821 955,678 

仕掛販売用不動産 1,760,613 1,573,142 

貯蔵品 62,040 70,096 

繰延税金資産 274,363 275,219 

その他 563,928 689,920 

貸倒引当金 △4,885 △4,656 

流動資産合計 15,748,285 17,399,550 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 3,368,430 3,010,021 

機械装置及び運搬具（純額） 1,230,886 1,338,057 

土地 4,031,904 3,931,530 

建設仮勘定 478,330 229,890 

その他（純額） 355,985 312,899 

有形固定資産合計 9,465,538 8,822,399 

無形固定資産 182,699 181,303 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,374,957 5,834,041 

繰延税金資産 25,350 46,990 

その他 186,772 203,944 

投資その他の資産合計 5,587,080 6,084,977 

固定資産合計 15,235,319 15,088,680 

資産合計 30,983,605 32,488,231 
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（単位：千円） 

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 4,048,521 3,729,730 

短期借入金 834,032 1,631,205 

未払金 394,361 1,200,043 

未払法人税等 273,449 414,841 

賞与引当金 405,641 465,748 

役員賞与引当金 22,080 33,100 

その他 920,691 796,564 

流動負債合計 6,898,777 8,271,233 

固定負債 

長期未払金 160,112 － 

繰延税金負債 425,888 604,767 

退職給付引当金 583,693 571,224 

役員退職慰労引当金 － 183,501 

長期預り保証金 136,971 129,997 

固定負債合計 1,306,666 1,489,490 

負債合計 8,205,444 9,760,724 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,933,221 5,933,221 

資本剰余金 6,803,362 6,803,949 

利益剰余金 9,689,092 10,644,598 

自己株式 △1,020,890 △2,127,751 

株主資本合計 21,404,786 21,254,017 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 867,167 1,134,912 

繰延ヘッジ損益 △5,036 △6,265 

為替換算調整勘定 123,386 △6,884 

評価・換算差額等合計 985,517 1,121,761 

少数株主持分 387,856 351,727 

純資産合計 22,778,160 22,727,507 

負債純資産合計 30,983,605 32,488,231 
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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：千円） 

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 13,959,035 

売上原価 11,107,715 

売上総利益 2,851,319 

販売費及び一般管理費 2,022,070 

営業利益 829,248 

営業外収益 

受取利息 17,045 

受取配当金 60,493 

雑収入 23,256 

営業外収益合計 100,795 

営業外費用 

支払利息 8,858 

為替差損 21,106 

雑損失 14,622 

営業外費用合計 44,588 

経常利益 885,456 

特別利益 

固定資産売却益 152 

ゴルフ会員権売却益 2,523 

特別利益合計 2,676 

特別損失 

固定資産売却損 10 

固定資産除却損 3,130 

投資有価証券評価損 21,175 

特別損失合計 24,315 

税金等調整前四半期純利益 863,817 

法人税、住民税及び事業税 304,400 

法人税等調整額 25,701 

法人税等合計 330,101 

少数株主利益 7,406 

四半期純利益 526,308 
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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） 

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 863,817 

減価償却費 394,253 

のれん償却額 6,038 

負ののれん償却額 △496 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 229 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,469 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △183,501 

受取利息及び受取配当金 △77,539 

支払利息 8,858 

為替差損益（△は益） △1,607 

投資有価証券評価損益（△は益） 21,175 

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,987 

売上債権の増減額（△は増加） 325,839 

たな卸資産の増減額（△は増加） 520,461 

預り保証金の増減額（△は減少） 6,974 

仕入債務の増減額（△は減少） 320,355 

その他 △875,704 

小計 1,344,609 

利息及び配当金の受取額 76,426 

利息の支払額 △8,862 

法人税等の支払額 △438,852 

営業活動によるキャッシュ・フロー 973,320 

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 △373,813 

有形固定資産の売却による収入 21,281 

投資有価証券の取得による支出 △33,532 

投資有価証券の売却による収入 20,020 

貸付けによる支出 △45,000 

貸付金の回収による収入 400,500 

その他 2,523 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,019 

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） △800,000 

配当金の支払額 △216,061 

少数株主への配当金の支払額 △2,740 

自己株式の取得による支出 △159,545 

自己株式の売却による収入 71 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,178,276 

現金及び現金同等物に係る換算差額 70,276 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △142,698 

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,126 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,289,428 
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

（単位：千円） 

 
（注）１．事業区分の方法 

事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業区分の主要製品 

工業用製品事業・・・化粧品用原料、医薬中間体、樹脂添加剤、皮革油剤、植物性油脂、合成樹脂製品 

家庭用製品事業・・・業務用洗剤、薬用石けん液、除菌・殺菌剤、防虫剤 

不動産事業・・・戸建・マンション販売、ビルの賃貸 

その他の事業・・・薬理、安全性試験の受託 
  

【所在地別セグメント情報】 

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） 

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

の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

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）売上高（内部売上高及び振替高を除く）が連結売上高の10％以上である国または地域はありません。 
  

当社は、当第２四半期連結累計期間末において、資本剰余金が6,803,362千円（前期末比586千円減
少）、利益剰余金が9,689,092千円（前期末比955,505千円減少）、自己株式が△1,020,890千円（前期
末比1,106,861千円減少）となりました。 
 これは主として、平成20年6月25日付で会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行った結
果、資本剰余金が586千円、利益剰余金が1,265,748千円、自己株式が1,266,335千円減少したことによ
るものであります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

工業用製品 
事業

家庭用製品
事業

不動産
事業

その他の
事業

計
消去又は 
全社

連結

  売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

9,467,777 2,769,809 1,359,648 361,799 13,959,035 － 13,959,035

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

83,725 26,869 14,089 － 124,684 (124,684) －

計 9,551,503 2,796,678 1,373,737 361,799 14,083,719 (124,684) 13,959,035

  営業利益 481,072 288,790 39,581 19,804 829,248 (－) 829,248

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,905,123

Ⅱ 連結売上高(千円) 13,959,035

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.6

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（１）前中間連結損益計算書 

（単位：千円） 

 
  

（２）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

   （単位：千円） 

 
  

「参考」

科  目

前中間連結会計期間 
自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日

金額

 Ⅰ 売上高 13,742,626

 Ⅱ 売上原価 10,640,079

   売上総利益 3,102,546

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,152,239

   営業利益 950,307

 Ⅳ 営業外収益

  1. 受取利息 18,009

  2. 受取配当金 39,490

  3. その他 15,852

   営業外収益合計 73,352

 Ⅴ 営業外費用

  1. 支払利息 4,929

  2. 為替差損 14,942

  3. その他 2,494

   営業外費用合計 22,367

   経常利益 1,001,292

 Ⅵ 特別利益

  1. 固定資産売却益 1,150

    特別利益合計 1,150

 Ⅶ 特別損失

  1. 固定資産売却損 23,099

  2. 固定資産除却損 2,638

   特別損失合計 25,737

   税金等調整前中間純利益 976,705

   税金費用 381,755

   少数株主利益 8,951

   中間純利益 585,998

工業用製品 
事業

家庭用製品 
事業

不動産 
事業

その他の 
事業

計
消去又は 

全社
連結

  売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

8,669,786 2,771,276 1,829,553 472,010 13,742,626 － 13,742,626

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

69,158 22,770 13,856 － 105,784 (105,784) －

計 8,738,944 2,794,046 1,843,409 472,010 13,848,411 (105,784) 13,742,626

  営業利益 499,937 309,241 28,840 112,287 950,307 (－) 950,307
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