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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 81,684 ― 9,524 ― 9,965 ― 6,072 ―

20年3月期第2四半期 76,650 △1.6 8,848 2.5 8,629 △1.2 5,793 4.8

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 34.24 ―

20年3月期第2四半期 31.61 ―

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 168,802 99,326 58.2 558.17
20年3月期 172,660 101,206 58.0 556.63

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  98,304百万円 20年3月期  100,064百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 12.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 24.00

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 181,000 7.0 25,000 0.9 25,000 2.3 15,800 1.9 89.71

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 
１．本資料に記載されている業績予想は本資料の発表日現在において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値と異
なる場合があります。 
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 有

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  181,000,000株 20年3月期  181,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,880,821株 20年3月期  1,233,404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  177,345,403株 20年3月期第2四半期  183,240,138株
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当第2四半期連結累計期間は、米国のサブプライムローン問題による金融市場の混乱を発端に、景気減
速が全世界に拡大するなか、国内経済においても個人消費に加え、好調を持続してきた設備投資にもかげ
りがみられるなど、景況感は急速に悪化する状況となりました。 
  
このような情勢のもと、化学品部門はメラミンが市況上昇により増収となったことに加え、電子材料関

連製品も堅調に推移し、部門全体の売上は増加しました。農業化学品部門では、新規殺菌剤「ライメイ」
の国内外市場への投入、「ラウンドアップ」（非選択性茎葉処理除草剤）の販売増などにより部門売上は
前年同期を上回りました。医薬品部門は、高脂血症治療薬「リバロ」の原薬出荷増に伴い、部門の売上は
増収となりました。 
  
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、816億84百万円と、前年同期に比べ50億33百万円、

6.6％の増収となり、損益面では経常利益が99億65百万円（対前年同期比 +13億36百万円、+15.5%）、四
半期純利益は60億72百万円（対前年同期比 +2億79百万円、+4.8%）といずれも増益となりました。な
お、国内での売上高は572億81百万円、海外での売上高は244億2百万円となっております。 
  
化学品部門 
基礎化学品は、ナフサなど原燃料価格高騰の影響を受け、採算面では厳しい状況が続きましたが、アン

モニア、硝酸をはじめとする主要製品の販売価格への転嫁に努めたことに加え、メラミンの海外向け市況
も上昇するなど一部製品では売上が増加し、高純度薬品類の出荷も底堅く推移したことから、全体の売上
は前年同期を上回りました。 
機能製品では、「サンエバー」（液晶表示用材料ポリイミド）が液晶テレビ用パネル向け出荷の拡大に

伴い大幅な増収となったことに加え、「ＡＲＣ」(半導体用反射防止コーティング材)、「スノーテック
ス」（電子材料用研磨剤、各種材料用表面処理剤等）など主要製品の売上も増加しました。 
この結果、当部門の売上高は584億79百万円と前年同期を42億1百万円上回り、営業利益は76億86百万円

となり、前年同期を4億51百万円上回りました。 
  
農業化学品部門 
国内においては、業界再編により大規模化する欧米農薬メーカーとの競合が続くなか、肥料価格高騰に

よる生産コスト増大などの要因も重なり、農薬市場を巡る環境は一段と厳しい状況にありますが、「ラウ
ンドアップ」（非選択性茎葉処理除草剤）、「シリウス」（水稲用除草剤）など主要製品の売上が前年同
期を上回ったことに加え、新規殺菌剤「ライメイ」の登録を取得し出荷を開始したことから、国内全体の
売上は増収となりました。 
海外市場では、農産物価格上昇に伴う作付面積増加などの要因もあり、市場規模は引き続き拡大傾向に

あり、「タルガ」、「パーミット」など畑作用除草剤の販売が伸びたことから輸出全体の売上は増加しま
した。 
この結果、当部門の売上高は152億32百万円と前年同期を16億61百万円上回り、営業利益も7億76百万円

となり、前年同期を6億15百万円上回りました。 
  
医薬品部門 
「ランデル」（高血圧・狭心症治療薬）の売上が前年同期に比べ微増となったことに加え、高脂血症治

療薬「リバロ」の原薬出荷も、医療現場におけるシェア拡大に伴い順調に増加したことから、当部門の売
上高は37億51百万円と前年同期を3億35百万円上回りました。また営業利益は12億67百万円となり、前年
同期を1億3百万円上回りました。 
  
その他の部門 
造園緑化工事、環境分析調査などの事業は、景気減速の影響を受け、受注量の減少、受注単価の下落な

ど厳しい環境に直面しております。この結果、当部門の売上高は42億20百万円と前年同期を11億64百万円
下回り、営業利益についても25百万円と前年同期比94百万円の減益となりました。 

  

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益95億83
百万円、減価償却費45億43百万円に加え、運転資金の効率化などにより162億87百万円を確保しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、化学品部門を中心とする設備投資、投資有価証券の取得などによ
り35億16百万円の減少となりました。また財務活動によるキャッシュ・フローでは長期借入金の返済を進
めたことに加え、自己株式の取得を行ったことなどにより、86億45百万円の減少となりました。 
  

【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
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平成20年7月30日に公表した連結業績予想を下記の通り修正いたしました。なお、下期ナフサ市況につ
いては92㌦/バレル、為替については1米ドル100円を前提としています。 
  
通期連結業績見通し 

(単位：億円）

 
  
部門別売上高見通し 

(単位：億円）

 
  

  

該当事項はありません。 
  

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。 
  

①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」（企業会計基準第9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186百万円減少しております。 

  

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会 

  計処理によっていましたが、「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連 

  結会計期間から早期に適用しております。 

  なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リ 

  ース取引につきましては、引き続き賃貸借取引に係る会計処理を行っております。 

  なお、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。 

  

④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り扱いの適用 

「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り扱い」（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。 

 なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当り
当期純利益

 前回発表予想（A） 1,780 250 250 162 91円97銭

 今回修正予想（B) 1,810 250 250 158 89円71銭

 増減額（B－A） 30 0 0 ▲ 4 ▲ 2円26銭

 増減率（%） 1.7% 0 0 ▲ 2.5% ▲ 2.5%

（参考）前期実績 1,692 248 245 155 85円15銭

化学品 農業化学品 医薬品 その他 合計

 前回発表予想（A） 1,228 376 72 104 1,780

 今回修正予想（B) 1,203 406 94 107 1,810

（参考）前期実績 1,123 364 82 123 1,692

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：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 11,321 7,639

受取手形及び売掛金 46,633 58,405

商品 4,951 4,021

製品 12,193 12,763

半製品 5,473 4,627

原材料 4,429 3,990

仕掛品 785 49

その他 8,861 6,906

貸倒引当金 △14 △18

流動資産合計 94,634 98,384

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,581 18,795

その他（純額） 31,200 30,105

有形固定資産合計 49,781 48,900

無形固定資産

のれん 13 27

その他 760 686

無形固定資産合計 773 713

投資その他の資産

投資有価証券 21,102 22,383

その他 2,766 2,620

貸倒引当金 △255 △341

投資その他の資産合計 23,612 24,662

固定資産合計 74,168 74,276

資産合計 168,802 172,660
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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 17,832 19,117

短期借入金 18,074 17,001

未払法人税等 3,487 5,811

賞与引当金 1,731 1,649

役員賞与引当金 72 136

その他 10,953 7,443

流動負債合計 52,151 51,160

固定負債

長期借入金 14,562 17,408

退職給付引当金 498 484

役員退職慰労引当金 － 4

その他 2,263 2,395

固定負債合計 17,324 20,293

負債合計 69,476 71,453

純資産の部

株主資本

資本金 18,942 18,942

資本剰余金 13,611 13,611

利益剰余金 71,788 67,516

自己株式 △6,793 △1,744

株主資本合計 97,549 98,325

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,532 1,820

為替換算調整勘定 △776 △82

評価・換算差額等合計 755 1,738

少数株主持分 1,021 1,142

純資産合計 99,326 101,206

負債純資産合計 168,802 172,660
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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 81,684

売上原価 54,539

売上総利益 27,144

販売費及び一般管理費 17,619

営業利益 9,524

営業外収益

受取利息 25

受取配当金 377

持分法による投資利益 111

その他 1,303

営業外収益合計 1,818

営業外費用

支払利息 338

固定資産処分損 333

その他 704

営業外費用合計 1,377

経常利益 9,965

特別損失

投資有価証券評価損 382

特別損失合計 382

税金等調整前四半期純利益 9,583

法人税、住民税及び事業税 3,408

法人税等調整額 60

法人税等合計 3,468

少数株主利益 42

四半期純利益 6,072
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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 9,583

減価償却費 4,543

受取利息及び受取配当金 △403

投資有価証券評価損益（△は益） 382

支払利息 338

固定資産処分損益（△は益） 333

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14

売上債権の増減額（△は増加） 11,436

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,555

仕入債務の増減額（△は減少） △1,057

未払金の増減額（△は減少） 47

未払費用の増減額（△は減少） 680

その他 △1,528

小計 21,815

利息及び配当金の受取額 403

利息の支払額 △347

法人税等の支払額 △5,583

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,287

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 △1,063

投資有価証券の売却による収入 2,000

子会社株式の取得による支出 △10

関係会社株式の取得による支出 △510

有形固定資産の取得による支出 △3,390

有形固定資産の売却による収入 18

有形固定資産の除却による支出 △191

無形固定資産の取得による支出 △175

短期貸付金の増減額（△は増加） 190

その他 △385

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,516

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） 1,875

長期借入れによる収入 314

長期借入金の返済による支出 △3,903

配当金の支払額 △1,797

少数株主への配当金の支払額 △83

自己株式の取得による支出 △5,063

自己株式の売却による収入 12

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,645

現金及び現金同等物に係る換算差額 △442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,682

現金及び現金同等物の期首残高 7,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,321
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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） 

 
（注）１ 当社グループの事業は、事業の種類・性質の類似性を考慮し、化学品事業、農業化学品事業、医薬品事業、

その他の事業に区分しております。 

 ２ 各区分の主な製品 

 
  

【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日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

化学品 
事業 

(百万円)

農業
化学品 
事業 

(百万円)

医薬品
事業 

（百万円）

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

58,479 15,232 3,751 4,220 81,684 ― 81,684

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

936 101 ― 5,994 7,032 ( 7,032 ) ―

計 59,416 15,333 3,751 10,215 88,716 ( 7,032 ) 81,684

  営業利益 7,686 776 1,267 25 9,755 (  231 ) 9,524

事業区分 主要製品

基礎化学品（メラミン、硫酸、硝酸、アンモニア等）
環境化学品（殺菌消毒剤等）

化学品事業 無機材料（電子材料用研磨剤等無機コロイド等）
有機材料（封止剤用等特殊エポキシ、難燃剤等）
電子材料（液晶表示用材料ポリイミド、半導体用反射防止コーティング材等）等

農業化学品事業
農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺虫殺菌剤、植物成長調整剤）
肥料（高度化成等）等

医薬品事業 高脂血症治療剤原薬、高血圧・狭心症治療薬、外用鎮痛消炎薬

その他事業 造園緑化、環境調査、運送、プラントエンジニアリング等
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【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) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

  アジア等：アジア、オセアニア 

  欧米等：北米、中南米、欧州、アフリカ 

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ります。 

  

（単位：百万円）

 
※ 平成20年５月15日から平成20年６月10日までに市場から4,999百万円を取得しました。 

  

アジア等 欧米等 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,963 4,438 24,402

Ⅱ 連結売上高(百万円) 81,684

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.4 5.4 29.9

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 18,942 13,611 67,516 △1,744 98,325

当第２四半期末までの変動額

 剰余金の配当 △1,797 △1,797

 四半期純利益 6,072 6,072

 自己株式の取得 ※ △5,063 △5,063

 自己株式の処分 △1 14 12

当第２四半期末までの変動額合計 ― ― 4,272 △5,049 △776

当第２四半期末残高 18,942 13,611 71,788 △6,793 97,549
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前年同四半期にかかる財務諸表 

（1）中間連結損益計算書 

（単位：百万円） 

 
  

「参考資料」

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 76,650

Ⅱ 売上原価 50,094

   売上総利益 26,556

Ⅲ 販売費及び一般管理費 17,707

   営業利益 8,848

Ⅳ 営業外収益 976

    受取利息及び受取配当金 406

    その他 570

Ⅴ 営業外費用 1,195

   支払利息 277

   固定資産処分損 229

   その他 688

   経常利益 8,629

Ⅵ 特別利益 326

Ⅶ 特別損失 138

  税金等調整前中間純利益 8,816

   法人税、住民税及び事業税 3,484

    法人税等調整額 △ 485

    少数株主損益（減算） 25

  中間純利益 5,793
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（2）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 
  

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 営業活動によるキャッシュ・フロー

     税金等調整前中間純利益 8,816

     減価償却費 4,396

     受取利息及び受取配当金 △ 406

     工場環境整備費用精算益 △ 146

     支払利息 277

     固定資産処分損 229

     退職給付引当金の増減額（△：減少額） 7

     売上債権の増減額（△：増加額） 12,025

     たな卸資産の増減額（△：増加額） △ 2,312

     仕入債務の増減額（△：減少額） △ 3,454

     未払金の増減額（△：減少額） 216

     未払費用の増減額（△：減少額） △ 785

   その他 △ 1,839

     小計 17,026

     利息及び配当金の受取額 447

     利息の支払額 △ 271

     工場環境整備費用清算益 146

     法人税等の支払額 △ 3,242

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,107

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ－

     投資有価証券の取得による支出 △ 9

     投資有価証券の売却による収入 162

     有形固定資産の取得による支出 △ 7,308

     有形固定資産の売却による収入 46

     有形固定資産の除却に伴う支出 △ 145

     無形固定資産の取得による支出 △ 98

     短期貸付金の純増減額（△：増加額） △ 1,435

     その他 75

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,712

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ－

     短期借入金の純増減額（△：減少額） 354

     長期借入による収入 5,000

     長期借入金の返済による支出 △ 5,911

     親会社による配当金の支払額 △ 2,199

     自己株式取得による支出 △ 89

     自己株式売却による収入 4

   その他 △ 3

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,843

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 29

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△：減少額） 2,521

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 11,038

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 13,560
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（3）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） 

 
  

【海外売上高】 

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） 

化学品 
事業 

(百万円)

農業
化学品 
事業 

(百万円)

医薬品
事業 

（百万円）

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

54,278 13,571 3,415 5,385 76,650 ― 76,650

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,139 278 ― 6,346 7,764 ( 7,764 ) ―

計 55,418 13,849 3,415 11,732 84,415 ( 7,764 ) 76,650

  営業利益 7,234 161 1,164 119 8,679 ( △169 ) 8,848

アジア等 欧米等 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 16,995 4,667 21,662

Ⅱ 連結売上高(百万円) 76,650

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

22.2 6.1 28.3
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