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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 5,718 ― 248 ― 171 ― 94 ―

20年3月期第2四半期 4,786 6.2 125 △54.4 93 △60.4 46 △62.4

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 4.31 ―

20年3月期第2四半期 2.10 ―

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 19,152 10,418 54.4 476.28
20年3月期 19,148 10,522 55.0 480.79

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,418百万円 20年3月期  10,522百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 11,400 8.6 470 5.9 350 △7.6 180 △31.2 8.22

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  21,974,000株 20年3月期  21,974,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  99,395株 20年3月期  87,293株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  21,881,348株 20年3月期第2四半期  21,899,592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．平成20年5月15日発表の業績予想を修正いたしました。 
２．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。実際の数値は、様々な要因により、
上記予想数値と異なる場合があります。 
３．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
   

－1－



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローンに端を発した世界的な金融

不安の影響や株式・為替市場の変動などにより、企業を取り巻く経営環境もさらに厳しい局面を迎えて

おり、国内景気の減速感が一段と強まってきております。 

 化学工業におきましても、原油・ナフサ価格の高騰による原燃料価格の上昇などの影響により、企業

収益が圧迫される展開となっております。 

 このような環境の中で、当社は全社一丸となって営業活動、コスト削減、技術・開発力の強化などに

取り組んでまいりました。その結果、売上高は前年同期に比べ大幅に増加し、各利益についても増加い

たしました。 

 当第２四半期累計期間の売上高は、57億18百万円となり、前年同期に比べ9億32百万円増加いたしま

した。増収の主な要因といたしましては、医薬品関係および食品添加物関係における主力製品であるア

ミノ酸およびビタミン原料の輸出売上高の増加によるものであります。また、たばこの香料および同材

料関係の売上高は前年同期に比べ若干の減少、工業薬品その他の売上高はほぼ横ばいで推移しておりま

す。 

 利益面におきましても、売上高の大幅増に伴い、営業利益は2億48百万円（前年同期比1億22百万円

増）、経常利益は1億71百万円（前年同期比77百万円増）、四半期純利益は94百万円（前年同期比48百

万円増）となり、いずれも増加いたしました。 

  

  部門別の売上高の内訳                 金額：百万円、構成比：％ 

 
 (注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

平成20年3月期 平成21年3月期 (参考) 
平成20年3月期通期第２四半期累計期間 第２四半期累計期間

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

たばこの香料および同材料関係 228 4.8 211 3.7 429 4.1

医薬品関係 1,487 31.1 2,059 36.0 3,459 32.9

食品添加物関係 791 16.5 1,159 20.3 1,833 17.5

工業薬品その他 2,279 47.6 2,288 40.0 4,779 45.5

合 計 4,786 100.0 5,718 100.0 10,501 100.0

有機合成薬品工業㈱(4531)平成21年３月期　第２四半期決算短信

－2－



(1) 財政状態の分析 

当第２四半期会計期間末における各貸借対照表項目の増減要因は、つぎのとおりであります。 

(流動資産) 

 当第２四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末から434百万円増加いたしました。これは主

に、現金及び預金の増加と受取手形及び売掛金と製品の減少によるものであります。 

(固定資産) 

 当第２四半期会計期間末の固定資産は、前事業年度末から431百万円減少いたしました。これは主

に、機械及び装置の減価償却による減少によるものであります。 

(流動負債) 

 当第２四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末から592百万円減少いたしました。これは主

に、1年内償還予定の社債の償還によるものであります。 

(固定負債) 

 当第２四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末から700百万円増加いたしました。これは主

に、1年内償還予定の社債の償還後の社債発行によるものであります。 

(純資産) 

 当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末から104百万円減少いたしました。これは主

に、配当金の支払による利益剰余金の減少によるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は 779百万円となり前事

業年度末に比べ590百万円増加いたしました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により増加した資金は 935百万円となりました。これは主に、減価償却費615百万円、売上

債権の減少115百万円等による資金の増加と、役員退職慰労引当金の減少59百万円等による資金の減少

との差額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) 

投資活動の結果減少した資金は182百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支

出302百万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) 

財務活動により減少した資金は163百万円となりました。これは主に、社債の発行による収入729百万

円、長期借入れによる収入250百万円、ならびに社債の償還による支出920百万円、配当金の支払額152

百万円によるものであります。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報
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今後の経済見通しにつきましては、世界的な金融市場の混乱、為替の急激な変動等に加え、米国景気

の後退の影響が他の地域へ波及していることから、世界経済は当面減速していく可能性が高いものと予

想されます。 

 当社といたしましては、市場環境の悪化や原材料価格の高止まりなど厳しさを増す経営環境の中で、

収益の確保を図るべく、引続き全力を挙げて諸施策の実施に取り組んでまいります。 

 当社の平成２１年３月期の業績見通しにつきましては、以下の通りであります。 

(通期) 

 
  

3. 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

前回発表予想(A) 12,000 620 500 250

今回修正予想(B) 11,400 470 350 180

増 減 額 (B－A) △600 △150 △150 △70

増  減  率  (%) △5.0 △24.2 △30.0 △28.0

(ご参考) 前期実績 
  (平成20年３月期)

10,501 443 378 261
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① 棚卸資産の評価方法 

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額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の定率法を採用している資産については、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。 

  

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を

含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益(累計期間)に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境、かつ、一時差異の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

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１四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務諸

表等規則」に従い四半期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。 

 これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合と比べ、売上総利益、営業利益、経常利益及び

税引前四半期純利益は105,800千円それぞれ減少しております。 

  

① 法人税法の改正を契機として見直しを行った結果、第１四半期会計期間から、主な機械装置の耐用

年数を７年～12年から８年に変更しております。なお、当該変更に伴い、売上総利益、営業利益、経

常利益及び税引前四半期純利益が33,817千円それぞれ減少しております。 

② 繰延資産の処理方法 

社債発行費は、支出時に全額費用処理しております。 

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

(3) 追加情報
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5. 【四半期財務諸表】

 (1) 【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,029,148 439,088 

受取手形及び売掛金 3,019,140 3,134,561 

製品 2,145,767 2,234,455 

原材料 627,572 579,790 

仕掛品 656,867 664,875 

その他 399,779 390,572 

貸倒引当金 △300 △300 

流動資産合計 7,877,977 7,443,044 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 1,889,964 1,920,953 

機械及び装置（純額） 2,892,959 3,240,734 

土地 3,198,523 3,198,523 

その他（純額） 1,025,903 917,511 

有形固定資産合計 9,007,350 9,277,722 

無形固定資産 88,898 91,657 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,553,361 1,716,226 

その他 625,391 620,585 

貸倒引当金 △241 △241 

投資その他の資産合計 2,178,511 2,336,571 

固定資産合計 11,274,761 11,705,951 

資産合計 19,152,738 19,148,996 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,043,331 1,939,746 

短期借入金 1,135,000 1,101,250 

未払法人税等 84,054 55,330 

賞与引当金 179,286 176,850 

その他 882,543 1,643,848 

流動負債合計 4,324,215 4,917,024 

固定負債 

社債 628,000 － 

長期借入金 1,964,000 1,850,000 

再評価に係る繰延税金負債 814,611 814,611 

退職給付引当金 928,695 910,533 

役員退職慰労引当金 74,700 133,950 

固定負債合計 4,410,007 3,709,095 

負債合計 8,734,222 8,626,119 

有機合成薬品工業㈱(4531)平成21年３月期　第２四半期決算短信

－6－



  
（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,471,000 3,471,000 

資本剰余金 3,250,140 3,250,140 

利益剰余金 3,714,614 3,773,617 

自己株式 △34,004 △29,836 

株主資本合計 10,401,751 10,464,921 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 101,428 143,715 

繰延ヘッジ損益 1,097 － 

土地再評価差額金 △85,761 △85,761 

評価・換算差額等合計 16,764 57,954 

純資産合計 10,418,515 10,522,876 

負債純資産合計 19,152,738 19,148,996 
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(2) 【四半期損益計算書】

   【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 5,718,955 

売上原価 4,323,758 

売上総利益 1,395,196 

販売費及び一般管理費 

役員報酬及び給料手当 212,266 

役員退職慰労引当金繰入額 11,650 

賞与引当金繰入額 44,489 

退職給付費用 15,093 

研究開発費 345,340 

その他 518,049 

販売費及び一般管理費合計 1,146,887 

営業利益 248,308 

営業外収益 

受取利息 1,852 

受取配当金 17,866 

雑収入 7,367 

営業外収益合計 27,087 

営業外費用 

支払利息 35,796 

社債利息 7,529 

雑損失 60,163 

営業外費用合計 103,489 

経常利益 171,906 

特別利益 

ゴルフ会員権売却益 8,314 

投資有価証券売却益 10,000 

特別利益合計 18,314 

特別損失 

固定資産除却損 25,586 

特別損失合計 25,586 

税引前四半期純利益 164,634 

法人税等 70,430 

四半期純利益 94,204 
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(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 

税引前四半期純利益 164,634 

減価償却費 615,995 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,436 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,162 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59,250 

固定資産除却損 25,586 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △8,314 

投資有価証券売却損益（△は益） △10,000 

受取利息及び受取配当金 △19,719 

雑収入 △7,367 

支払利息 43,325 

社債発行費 20,580 

雑損失 33,470 

売上債権の増減額（△は増加） 115,420 

たな卸資産の増減額（△は増加） 58,970 

仕入債務の増減額（△は減少） 69,516 

未払又は未収消費税等の増減額 △55,992 

その他 30,090 

小計 1,037,545 

利息及び配当金の受取額 19,708 

利息の支払額 △41,984 

その他の支出 △26,271 

法人税等の支払額 △53,405 

営業活動によるキャッシュ・フロー 935,592 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の売却による収入 110,000 

有形固定資産の取得による支出 △302,542 

有形固定資産の除却による支出 △4,998 

投資その他の資産の増減額（△は増加） 15,023 

投資活動によるキャッシュ・フロー △182,517 

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） 33,750 

長期借入れによる収入 250,000 

長期借入金の返済による支出 △100,000 

社債の発行による収入 729,419 

社債の償還による支出 △920,000 

自己株式の取得による支出 △4,167 

配当金の支払額 △152,184 

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,183 

現金及び現金同等物に係る換算差額 169 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 590,060 

現金及び現金同等物の期首残高 189,088 

現金及び現金同等物の四半期末残高 779,148 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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) (要約) 前中間損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目
前中間会計期間

(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,786,432

Ⅱ 売上原価 3,671,086

   売上総利益 1,115,346

Ⅲ 販売費及び一般管理費 989,972

   営業利益 125,373

Ⅳ 営業外収益 31,841

Ⅴ 営業外費用 63,232

   経常利益 93,982

Ⅵ 特別利益 655

Ⅶ 特別損失 8,177

   税引前中間純利益 86,461

   法人税、住民税及び事業税 4,000

   法人税等調整額 36,452

   中間純利益 46,008
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(2) (要約) 前中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間純利益 86,461

   減価償却費 567,226

   賞与引当金の増加(△減少) 1,479

   退職給付引当金の増加(△減少) △12,669

   役員退職慰労引当金の増加(△減少) 2,900

   固定資産除却損 8,177

   受取利息及び受取配当金 △18,258

   雑収入 △13,583

   支払利息 44,846

   雑損失 15,249

   売上債権の減少(△増加) 265,633

   たな卸資産の減少(△増加) △281,010

   仕入債務の増加(△減少) △230,554

   未払(未収)消費税等の増減 84,283

   その他 △22,007

    小計 498,173

   利息及び配当金の受取額 18,458

   利息支払額 △45,840

   その他の収支 △1,441

   法人税等の還付額 81,884

  営業活動によるキャッシュ・フロー 551,233

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の払戻による収入 194,283

   投資有価証券の取得による支出 △6,047

   有形固定資産の取得による支出 △398,529

   有形固定資産の売却による収入 2,383

   有形固定資産の撤去による支出 △522

   貸付による支出 △250

   貸付金の回収による収入 6,458

   その他固定資産の取得による支出 △8,280

   その他固定資産の解約による収入 1,077

  投資活動によるキャッシュ・フロー △209,426

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額 4,000

   長期借入金の返済による支出 △217,000

   社債の償還による支出 △20,000

   自己株式取得による支出 △4,158

   配当金の支払額 △153,479

  財務活動によるキャッシュ・フロー △390,637

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △223

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △49,054

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 175,066

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 126,011
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(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 医薬品関係・食品添加物関係については、両方に使用される製品があるため生産実績では一括して表示して

おります。 

  

当社は受注による生産は僅かであり、主として見込み生産によっておりますので、受注ならびに受注

残について、特に記載すべき事項はありません。 
  

 
(注) １ 消費税等は含まれておりません。 

２ 当第２四半期累計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。( )内は総販売

実績に対する輸出高の割合であります。 

 
３ 当第２四半期累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。 

 
４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

(1) 生産実績

種別

当第２四半期累計期間
(平成20年４月～平成20年９月)

金額(千円)

たばこの香料および同材料関係 225,135

医薬品関係・食品添加物関係 3,385,482

工業薬品その他 2,175,412

合計 5,786,030

(2) 受注状況

(3) 販売実績

種別

当第２四半期累計期間
(平成20年４月～平成20年９月)

金額(千円)

たばこの香料および同材料関係 211,271

医薬品関係 2,059,889

食品添加物関係 1,159,348

工業薬品その他 2,288,446

合計 5,718,955

輸出先
当第２四半期累計期間

販売金額(千円) 割合(％)

アジア 785,220 35.7

ヨーロッパ 742,324 33.7

北アメリカ 536,445 24.4

その他 135,797 6.2

計
2,199,787
(38.5％)

100.0

相手先

当第２四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％)

住友化学㈱ 770,691 13.5
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