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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 79,031 ― 3,985 ― 7,175 ― 5,368 ―

20年3月期第2四半期 72,584 10.4 3,452 96.4 3,529 77.4 1,108 639.4

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 35.29 ―

20年3月期第2四半期 7.29 ―

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 168,839 76,752 42.7 474.17
20年3月期 168,232 72,418 40.3 445.20

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  72,142百万円 20年3月期  67,743百万円

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 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

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 161,000 2.2 6,700 △31.8 9,900 △8.1 5,400 4.7 35.49

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、4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、4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. 通期の業績につきましては、前回（平成20年5月15日）発表予想を修正しております。詳細につきましては、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関す
る定性的情報または平成20年10月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
2. 業績予想の数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果
となる可能性があります。 
3. 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  154,317,630株 20年3月期  154,317,630株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,171,496株 20年3月期  2,153,800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  152,156,618株 20年3月期第2四半期  152,187,609株



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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速や原油をはじめとする資源原料の高騰等によ

り、景気の後退感が強まりました。 

化学業界におきましても、原燃料価格や輸送費等の上昇が収益を圧迫する等、厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のもと当社グループは、昨年度からスタートさせた「中期経営計画」の諸施策を逐次実行に移す一

方、製品価格の改定をはじめ積極的な営業活動を推進いたしました。 

この結果、当上半期の売上高は790億３千１百万円となり、前年同期に比べ64億４千７百万円増加いたしました。

利益につきましては、増収効果に加え、持分法適用会社の業績が好調に推移したこと等から、経常利益は71億７千５

百万円となり、前年同期に比べ36億４千５百万円増加いたしました。また、四半期純利益は53億６千８百万円とな

り、前年同期に比べ42億６千万円増加いたしました。 

  

以下、当期の概況をセグメント別に申しあげます。  

［化学品事業］ 

工業薬品は、カセイカリ、青化ソーダ等の原燃料費高騰に伴う価格修正により、前年同期に比べ増収となりまし

た。 

染料製品は、顕色剤が輸出向けを中心に減少し、前年同期に比べ減収となりました。 

飼料添加物メチオニンは、輸出向け販売価格の大幅な上昇等により、前年同期に比べ増収となりました。 

スペシャリティケミカルズ製品は、「日曹PB」等が堅調に推移したものの、特殊イソシアネート、透明導電ガラス

等が減少し、前年同期に比べ減収となりました。 

エコケア製品は、水処理剤「日曹ハイクロン」の輸出及びヌメリとり剤等が減少したため、前年同期に比べ減収と

なりました。 

医薬品・医薬中間体は、医薬用添加剤HPC等が伸長したものの、医薬中間体AOSA等が減少し、前年同期に比べ減収

となりました。 

ＰＣＢ無害化処理関連は、電力会社向けに処理施設の売上計上があり、前年同期に比べ増収となりました。 

以上により、当上半期の化学品事業の売上高は、427億６千９百万円となり、前年同期に比べ60億４千６百万円増

加となりました。 

  

［農業化学品事業］ 

国内向けは、殺菌剤「トップジンM」、殺虫剤「モスピラン」等を中心に売上高は前年同期並となりました。 

輸出向けは、殺ダニ剤「ニッソラン」が減少したものの、殺虫剤「モスピラン」、殺菌剤「トップジンM」等の伸

長により、前年同期に比べ増収となりました。 

工業用殺菌剤は、防カビ剤等の減少により、前年同期に比べ減収となりました。 

以上により、当上半期の農業化学品事業の売上高は168億２千６百万円となり、前年同期に比べ13億１千７百万円

増加となりました。  

  

［その他事業］ 

その他事業につきましては、運輸・倉庫部門及び建設部門は、堅調に推移いたしました。非鉄金属他部門は、亜鉛

建値の下落に加え、環境開発で取扱高の減少があり、前年同期に比べ減収となりました。  

以上により、当上半期のその他事業の売上高は194億３千５百万円となり、前年同期に比べ９億１千６百万円減少

となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

  
        
 総資産は1,688億３千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ６億７百万円増加いたしました。これは、売上債

権の減少やたな卸資産が増加したことなどによるものであります。 

 また、負債は920億８千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ37億２千７百万円減少いたしました。これは、

借入金の返済などによるものであります。 

 純資産は767億５千２百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の40.3％から、42.7％となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は106億２千２百万円となりました。これは、主として、税金等調整前四半期純利益

76億１百万円に売上債権の回収59億１千４百万円及び減価償却費37億６千６百万円を加算し、持分法による投資利益

35億７千万円を控除し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） 

 投資活動の結果支出した資金は27億５千１百万円となりました。これは、主として、有形固定資産の取得による支

出25億２千３百万円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） 

 財務活動の結果支出した資金は73億１千３百万円となりました。これは、主として、借入金の減少60億１千１百万

円によるものであります。 

（現金及び現金同等物の四半期末残高） 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は97億６千８百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  
今後のわが国経済の見通しにつきましては、米国に端を発した金融危機と世界的な景気減速、株式・為替市場の変

動等による景気の更なる下振れが懸念され、化学業界を取り巻く状況も一段と厳しくなるものと予想されます。 

かかる経営環境のなか当社グループといたしましては、「中期経営計画」における重点施策である「コア事業の強

化・拡充」「農医薬・機能性材料・精密有機合成分野の高付加価値製品の開発促進」に引き続き注力し、今後の事業

拡充・事業規模拡大に向けた経営基盤の構築を着実に進めてまいります。 

通期の業績につきましては、原材料価格の高騰はあるものの、「化学品事業」において、飼料添加物メチオニンの

販売価格が高値で推移し、「農業化学品事業」において、殺虫剤「モスピラン」や殺菌剤「トップジンＭ」の輸出向

けが増加する見込みであること等に加え、持分法適用会社の業績が好調に推移していること等から、前回（平成20年

５月15日）発表予想を修正し、売上高1,610億円、経常利益99億円、当期純利益54億円を見込んでおります。なお、

詳細につきましては平成20年10月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。また、下半期為替

レートは１＄＝100円を想定しております。 
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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） 

   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 

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 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。 

  

（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 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「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 

   第１四半期連結会計期間より「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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、こ

の変更による損益への影響は軽微であります。 

 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

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却

の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

   なお、この変更による損益への影響は軽微であります。  

  

（４）追加情報 

   第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを

行っております。 

   なお、この変更による損益への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 9,802 9,348

受取手形及び売掛金 43,640 49,669

たな卸資産 26,737 23,871

繰延税金資産 1,648 2,344

その他 3,298 2,561

貸倒引当金 △43 △47

流動資産合計 85,084 87,748

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,530 16,937

機械装置及び運搬具（純額） 13,896 14,172

工具、器具及び備品（純額） 1,577 1,569

土地 14,722 14,722

リース資産（純額） 880 －

建設仮勘定 530 215

有形固定資産合計 48,138 47,618

無形固定資産   

のれん 651 1,303

その他 1,410 1,129

無形固定資産合計 2,062 2,433

投資その他の資産   

投資有価証券 27,362 24,738

長期前払費用 759 499

繰延税金資産 1,751 1,796

その他 3,747 3,458

貸倒引当金 △67 △60

投資その他の資産合計 33,553 30,432

固定資産合計 83,754 80,483

資産合計 168,839 168,232
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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 26,662 27,444

短期借入金 35,209 39,979

未払法人税等 909 516

賞与引当金 2,514 2,521

その他 7,521 5,910

流動負債合計 72,816 76,371

固定負債   

長期借入金 12,949 14,191

繰延税金負債 691 452

退職給付引当金 2,187 2,249

その他 3,441 2,550

固定負債合計 19,270 19,442

負債合計 92,086 95,814

純資産の部   

株主資本   

資本金 29,166 29,166

資本剰余金 26,094 26,094

利益剰余金 15,659 11,203

自己株式 △580 △573

株主資本合計 70,339 65,890

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,160 1,655

繰延ヘッジ損益 91 △12

為替換算調整勘定 551 209

評価・換算差額等合計 1,803 1,852

少数株主持分 4,609 4,674

純資産合計 76,752 72,418

負債純資産合計 168,839 168,232
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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 79,031

売上原価 62,324

売上総利益 16,707

販売費及び一般管理費 12,721

営業利益 3,985

営業外収益  

受取利息 23

受取配当金 320

受取賃貸料 266

持分法による投資利益 3,570

その他 333

営業外収益合計 4,515

営業外費用  

支払利息 447

出向者給与 241

不動産賃貸原価 187

その他 449

営業外費用合計 1,325

経常利益 7,175

特別利益  

受取補償金 474

投資有価証券売却益 20

その他 2

特別利益合計 497

特別損失  

固定資産廃棄損 60

その他 10

特別損失合計 71

税金等調整前四半期純利益 7,601

法人税、住民税及び事業税 932

法人税等調整額 1,270

法人税等合計 2,202

少数株主利益 29

四半期純利益 5,368
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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 7,601

減価償却費 3,766

賞与引当金の増減額（△は減少） △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61

受取利息及び受取配当金 △344

支払利息 447

持分法による投資損益（△は益） △3,570

売上債権の増減額（△は増加） 5,914

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,864

仕入債務の増減額（△は減少） △654

その他 676

小計 10,902

利息及び配当金の受取額 722

利息の支払額 △446

法人税等の支払額 △554

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,622

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 △2,523

無形固定資産の取得による支出 △67

その他 △159

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,751

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） △3,730

長期借入れによる収入 2,500

長期借入金の返済による支出 △4,781

配当金の支払額 △913

その他 △388

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,313

現金及び現金同等物に係る換算差額 △116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 441

現金及び現金同等物の期首残高 9,326

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,768
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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） 

  

  

  
化学品事業 
（百万円） 

農業化学品
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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  42,769  16,826  19,435  79,031  －  79,031

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7  176  2,927  3,112 (3,112)  －

計  42,776  17,003  22,363  82,143 (3,112)  79,031

営業利益  3,370  437  528  4,335 (350)  3,985

〔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） 

  本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計の金額に占める割合の90％超であるため、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） 

  

  

  アジア地域 欧州地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,908  4,421  3,397  3,370  21,096

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  79,031

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 12.5  5.6  4.3  4.3  26.7

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
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） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        72,584  100.0

Ⅱ 売上原価        56,476  77.8

売上総利益        16,107  22.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        12,655  17.4

営業利益        3,452  4.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  32            

２．受取配当金  188            

３．持分法による投資利益  142            

４．その他  810  1,174  1.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  469            

２．その他  626  1,096  1.5

経常利益        3,529  4.9

Ⅵ 特別利益  0  0  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．減損損失  499            

２．固定資産廃却損  70            

３．その他  0  571  0.8

税金等調整前中間純利益        2,958  4.1

法人税、住民税及び事業
税        693  1.0

法人税等調整額        1,031  1.4

少数株主利益        124  0.2

中間純利益        1,108  1.5
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
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） 

区分 金額（百万円）

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  2,958
減価償却費   3,010
減損損失  499
のれん償却額   650
持分法による投資利益 △142
為替差損益  69
退職給付引当金の減少額  △286
構造改善引当金の減少額  △399
貸倒引当金の減少額 △31
受取利息及び受取配当金  △221
支払利息   469
投資有価証券売却益 △0
固定資産売却益 △1
固定資産廃却損   77
売上債権の減少額  8,343
たな卸資産増加額 △1,838
仕入債務の減少額 △1,212
その他  △170

小計  11,776
利息及び配当金の受取額  289
利息の支払額  △468
法人税等の支払額  △688

営業活動によるキャッシュ・フロー  10,908
Ⅱ 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  △1,961
有形固定資産の売却による収入   8
投資有価証券の取得による支出  △860
投資有価証券の売却による収入   13
貸付による支出  △167
貸付金の回収による収入  147
その他  △612

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,431
Ⅲ 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 △1,514
長期借入れによる収入  1,000
長期借入金の返済による支出 △5,065
配当金の支払額  △756
少数株主への配当金の支払額  △46
その他  △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,392
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △45
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,038
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  8,882
Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  9,921
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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（平成19年４月１日～９月30日） 

  
  

  
化学品事業 
（百万円） 

農業化学品
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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  36,722  15,509  20,352  72,584  －  72,584

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 6  116  2,671  2,794 (2,794)  －

計  36,729  15,626  23,023  75,378 (2,794)  72,584

営業費用  33,854  15,562  22,309  71,726 (2,594)  69,131

営業利益  2,874  63  714  3,652 (200)  3,452

〔所在地別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間（平成19年４月１日～９月30日） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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〕 

 前中間連結会計期間（平成19年４月１日～９月30日） 

  

  アジア地域 欧州地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,767  4,179  4,196  2,447  19,591

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  72,584

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
   12.1  5.7  5.8  3.4  27.0
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1.　連結業績 （単位：百万円）

平成19年 平成20年 平成21年 増　減

第２四半期 第２四半期 3月期（予想） （対前期）

売 上 高 72,584 79,031 6,447 161,000 3,438

営業利益 3,452 3,985 533 6,700 △ 3,123

経常利益 3,529 7,175 3,645 9,900 △ 877

当期純利益 1,108 5,368 4,260 5,400 244

2.　セグメント別 連結売上高・営業利益 （単位：百万円）

平成19年 平成20年 平成21年 増　減

第２四半期 第２四半期 3月期（予想） （対前期）

化学品事業 売 上 高 36,722 42,769 6,046 86,000 8,395

営業利益 2,874 3,370 495 5,300 △ 6

農業化学品事業 売 上 高 15,509 16,826 1,317 37,000 △ 186

営業利益 63 437 374 2,100 △ 1,606

その他事業 売 上 高 20,352 19,435 △ 916 38,000 △ 4,769

営業利益 714 528 △ 186 △ 400 △ 1,471

合　　　　　計 売 上 高 72,584 79,031 6,447 161,000 3,438

営業利益 3,452 3,985 533 6,700 △ 3,123

3.　主要指標

平成19年 平成20年

第２四半期 第２四半期

為替ﾚｰﾄ（円/＄） 118.1 104.3 △ 13.8

設備投資額 2,473 2,416 △ 57

減価償却費 3,662 3,766 103

研究開発費 2,673 2,638 △ 34

1株当たり四半期（当期）純利益（円） 7.29 35.29 28.00

総資産 169,404 168,839 △ 564

以　上

増　減

増　減

平成21年３月期　第２四半期　連結決算概要

増　減
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