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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 16,690 ― 1,093 ― 1,279 ― 737 ―

20年3月期第2四半期 16,013 10.3 1,200 △2.3 1,328 1.8 756 △0.8

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 35.80 ―

20年3月期第2四半期 37.02 ―

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 30,863 13,198 42.2 632.90
20年3月期 30,955 12,799 40.9 614.29

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,026百万円 20年3月期  12,649百万円

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 ― ― ― 9.00 9.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 9.00

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  無  
 

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 32,000 3.8 2,200 △2.2 2,350 △4.9 1,500 2.3 72.85

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  

なお、特定子会社以外の異動につきましては以下のとおりです。 
連結（新規）１社  

(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、4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．平成20年5月15日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。当資料に記載している見通しの数値は、当社が現在入手可能な情報から判断したものであり経済
情勢などの動向により変動する場合があります。 
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）を適用しています。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。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第7 条第
1項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  20,600,000株 20年3月期  20,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  18,369株 20年3月期  8,353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  20,586,589株 20年3月期第2四半期  20,447,185株
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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

　当第2四半期連結累計期間(平成20年4月1日～平成20年9月30日)におけるわが国経済は、株式・為替市場が米国金融

危機に端を発する混乱が続き不安定な状態にあることに加え、エネルギー・原材料価格は高水準で推移しており、企

業収益を圧迫し減速感が拡大しつつあります。

　このような環境下にあって当社グループは、平成20年度を初年度とする「新中期経営計画ジャンプ10」により、新

規製品ならびに新規事業規模の拡大、既存事業の原価低減ならびに付加価値の増加などに取り組み、企業価値の向上

に努めております。

　これらの結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、紙パルプメーカー向け二酸化塩素発生装置の受注減、ボトリ

ング事業での減販はありましたが、主力製品である塩素酸ソーダの原材料価格高騰に伴う製品価格の見直しや、㈱シ

リコンテクノロジーにおける太陽電池向けインゴット等の需要拡大、製造設備の増設が功を奏し、166億9千万円(前年

同期比　6億7千6百万円増　同4.2%増)となりました。

　損益面では、ボトリング事業での燃料費増加をはじめとした原油価格高騰の影響を受けたこと、および電子材料事

業での設備投資による減価償却費増加により、連結営業利益は10億9千3百万円(前年同期比　1億7百万円減　同8.9%

減)、経常利益は12億7千9百万円(前年同期比　4千9百万円減　同3.7%減)となりました。また、四半期純利益は特別損

益を加減した結果、7億3千7百万円(前年同期比　1千9百万円減　同2.6%減)となりました。

なお、平成２０年６月２日付で第一薬品興業株式会社(東京都中央区日本橋3-7-9)の株式を全株取得、連結子会社とい

たしました。

 

「化学品事業部門」

　産業用爆薬は、建設投資の低迷および石灰石の減産を受け、需要は依然として減少を続けており、また、原材料価

格高騰による製品価格の見直しは下半期に持ち越しとなったため前年同期比で減販となりました。

　自動車用緊急保安炎筒は、新車装着用では国内自動車販売台数が低水準に推移し前年同期並みの販売となりました。

車検交換用は緊急脱出時のガラス破壊機能付「ハイフレヤープラスピック」とともに交換促進を実施し、前年同期比

増販となりました。信号炎管に関しては、高速道路向けは前年同期比微増、ＪＲ向けは前年同期比減販となりまし

た。

　主力の紙パルプメーカーを需要家とする塩素酸ソーダは、昨年度に続き原材料価格高騰に伴う製品価格の見直しを

行い、また拡販政策による数量増もあり増販となりました。

　一方、紙パルプメーカー向け二酸化塩素発生装置の受注はなく大幅な減販となりました。　

　亜塩素酸ソーダも原材料の高騰を受け価格改定を行いましたが、主力の繊維向け需要の停滞および安価な海外品の

攻勢により出荷数量が落ち込み減販となりました。

　過塩素酸アンモニウムはH2Aロケット向けをはじめ全般的に堅調に推移し増販となりました。

　農薬および防蟻を中心とした緑化事業は、第2四半期に入り、鉄道用および塩曹系除草剤の拡販が功を奏し増販とな

りました。

　重点拡販製品に位置づけた電極は、電子部品製造装置用途の上市により大幅な増販となりました。

　連結子会社の関東高圧化学㈱においては、主力製品である過塩素酸は輸出向けが受注のずれ込みによって前年同期

比では減販となりました。一方、高温高圧の水素化反応を主とした受託合成事業は、平成20年４月７日に発生した同

社横浜工場研究棟の爆発事故により、売上に若干の影響があったものの、早期に再稼動することができたことにより、

業績に与える影響は軽微に止まりました。

　これらの結果、当事業部門全体の売上高は57億3千6百万円（前年同期比　1億7千8百万円増　同3.2％増）となり、

営業利益は10億1千2百万円(前年同期比2億6千8百万円増　同36.0％増）となりました。

 

「電子材料事業部門」

　有機導電材料は、TCNQ錯体が大幅な減販となりましたが、機能性高分子コンデンサーが好調に推移したことにより

ピロール関連製品が前年同期比で増販となり、この分野全体では増販となりました。

　光機能材料は、主用途のプラズマディスプレイパネル向けが数量増となりましたが、市場価格の低下により前年同

期比で減販となりました。一方、メディア用途および熱線遮断用インキ用途については増販となりました。

　イオン導電材料は、トナー用電荷調整剤および導電性付与材が好調に推移し前年同期比増販となりました。特に、

導電性付与材でイオン液体が大幅な増販となりました。また、電気二重層キャパシタ用電解液は前年並みの数量とな

りましたが、価格の低下により前年同期比で減販となりました。

　機能性高分子固体電解コンデンサ「PC-CON」はパソコン関連を中心に前年同期比増販となりました。

　シリコンウエーハは、半導体市況の軟化が加速しておりますが新規顧客への拡販等があり、前年同期比横ばいとな

りました。太陽電池用インゴット等は依然市況は堅調で、製造設備増設による増産もあり大幅な増販となりました。

これらの結果、当事業部門全体の売上高は35億9千2百万円（前年同期比　4億1千8百万円増　同13.2％増）となりまし
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たが、営業利益は設備投資を行ったことから減価償却費が増加し7億2千6百万円(前年同期比　2億1千2百万円減　同

22.6％減）となりました。

「ボトリング事業部門」

　飲料市場は、７月中旬から８月上旬にかけて猛暑が続き売上・出荷ともに好調に推移しましたが、４月～５月の週

末に連続した降雨、６月の梅雨入りによる降雨や寒冷日、また東日本では８月中旬以降の低温の影響で出荷量は前年

同期比微減となり、流通在庫は増加傾向にあります。

このような状況の中、拡販に努めましたが、天候不順の影響により当事業部門全体の売上高は66億1千6百万円（前年

同期比1億5千2百万円減　同2.2％減）となり、燃料費高騰の影響及び自社工場品の減少により3百万円の営業損失（前

年同期比1億8千5百万円減）となりました。

「その他の事業部門」

　研削材市場は原料の主要供給国である中国の不安定な生産状況の影響を受けて、引き続きタイト感が強く、大幅な

価格上昇が続きました。

　主たる販売先である砥石業界は引き続き堅調に推移し、数量増に加えて原材料高騰に対する製品価格見直しの効果

もあり前年同期比増販となりました。

その他不動産賃貸収入と合わせた当事業部門の売上高は8億5千8百万円（前年同期比　1億6千9百万円増　同24.5％増）

となり、営業利益は1億4千4百万円(前年同期比　8千3百万円増　同135.4％増）となりました。

　なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　総資産は308億6千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ9千1百万円減少しました。流動資産が6億1千9百万円増加

しましたが、有形固定資産が4億2千1百万円、投資その他の資産が2億8千1百万円減少したことによります。

　負債は176億6千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億9千万円減少しました。設備関係支払手形が減少したこと

などによります。

　純資産は前連結会計年度末に比べ3億9千8百万円増加して131億9千8百万円となりました。利益剰余金が増加したこと

などによります。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の40.9%から42.2％となりました。

　営業活動によって得られたキャッシュ・フローは9億1千5百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が

13億4千6百万円、減価償却費が6億9千2百万円の計上となりましたが、法人税等の支払額が6億2千1百万円あったことな

どによります。

　投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、9億9千1百万円となりました。これは、固定資産の取得による支出が12

億8千7百万円となりましたが、固定資産の売却による収入が2億8千3百万円となったことによります。

　財務活動に使用されたキャッシュ・フローは1億3千7百万円となりました。これは、主に配当金の支払額によるもので

す。

　以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて2億1千4百万円減少し、11億

9千1百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

 

　平成20年5月15日に発表いたしました業績予想に変更はありません。

－ 2 －



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。

　なお、特定子会社以外の子会社の異動につきましては以下のとおりです。

　連  結　（新規）　第一薬品興業㈱

 

 

（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

　（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の

貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法

 四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

 棚卸資産の簿価切下げに関して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。

 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度末において帳簿価額を処分見込

価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前連

結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法によっております。

③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しており

ます。

④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、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算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り算定しております。

　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

　①税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

 

（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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

　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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、主として移動平均法による

原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　　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156

百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③リース取引に関する会計基準の適用
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　　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日以後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、

当第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。

　　これによる当第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に及ぼす影響は軽

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 1,191 1,405

受取手形及び売掛金 7,429 6,945

商品及び製品 1,598 1,463

仕掛品 284 209

原材料及び貯蔵品 1,311 1,227

その他 643 559

貸倒引当金 △26 －

流動資産合計 12,431 11,812

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,257 4,349

機械装置及び運搬具（純額） 3,517 3,578

土地 4,595 4,829

その他（純額） 549 582

有形固定資産合計 12,919 13,341

無形固定資産   

その他 69 77

無形固定資産合計 69 77

投資その他の資産   

投資有価証券 4,659 4,932

その他 783 845

貸倒引当金 － △54

投資その他の資産合計 5,442 5,724

固定資産合計 18,432 19,143

資産合計 30,863 30,955
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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 4,157 3,781

短期借入金 6,090 5,467

1年内返済予定の長期借入金 957 997

未払法人税等 573 621

賞与引当金 374 361

役員賞与引当金 18 33

その他 1,281 2,002

流動負債合計 13,453 13,265

固定負債   

長期借入金 531 1,004

退職給付引当金 742 734

役員退職慰労引当金 169 273

その他 2,768 2,877

固定負債合計 4,212 4,890

負債合計 17,665 18,155

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,204 1,204

資本剰余金 345 345

利益剰余金 10,083 9,531

自己株式 △8 △6

株主資本合計 11,624 11,074

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,401 1,574

評価・換算差額等合計 1,401 1,574

少数株主持分 172 150

純資産合計 13,198 12,799

負債純資産合計 30,863 30,955
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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 16,690

売上原価 13,885

売上総利益 2,805

販売費及び一般管理費 1,712

営業利益 1,093

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 71

物品売却益 154

雑収入 41

営業外収益合計 268

営業外費用  

支払利息 58

持分法による投資損失 7

雑損失 16

営業外費用合計 81

経常利益 1,279

特別利益  

固定資産売却益 34

貸倒引当金戻入額 39

特別利益合計 74

特別損失  

固定資産除却損 5

固定資産売却損 1

その他 0

特別損失合計 7

税金等調整前四半期純利益 1,346

法人税等 575

少数株主利益 33

四半期純利益 737
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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 1,346

減価償却費 692

売上債権の増減額（△は増加） △73

たな卸資産の増減額（△は増加） △275

仕入債務の増減額（△は減少） 150

その他 △304

小計 1,536

法人税等の支払額 △621

営業活動によるキャッシュ・フロー 915

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △1,287

固定資産の売却による収入 283

投資有価証券の取得による支出 △0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△28

その他 41

投資活動によるキャッシュ・フロー △991

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） 623

長期借入金の返済による支出 △513

配当金の支払額 △183

少数株主への配当金の支払額 △11

利息の支払額 △52

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △214

現金及び現金同等物の期首残高 1,405

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,191
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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。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

を適用しております。　

（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)

電子材料
事業

(百万円)

ボトリング
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

5,676

 

3,592

 

6,616

 

804

 

16,690

 

－

 

16,690

 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
59 0 － 53 113 (113) －

計 5,736 3,592 6,616 858 16,804 (113) 16,690

営業利益(又は営業損失) 1,012 726 △3 144 1,880 (787) 1,093

　（注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

現に採用している売上集計区分等を利用して業種別に下記の通り分類しております。

・化学品事業……………爆薬・信号用火工品・工業薬品・農薬・プラント(次亜塩素酸・二酸化塩素発生装置、

電極他)

・電子材料事業…………電子材料・電子部品・シリコンウェーハ

・ボトリング事業………清涼飲料ボトリング

・その他の事業…………砥材(研削材、耐火材)・不動産

 

　（注２）会計方針の変更

(3)「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更」②に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業利益が、「化学品事業」で10百万円、「電子材料事業」で145百万円、それぞれ減少しております。

〔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）　

　　　在外子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

〔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）

　　　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

（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。

－ 1 －



 

 

「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  16,013 100.0

Ⅱ　売上原価  13,164 82.2

売上総利益  2,848 17.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,648 10.3

営業利益  1,200 7.5

Ⅳ　営業外収益    

(1) 受取利息 1   

(2) 受取配当金 60   

(3) 持分法による　　
　　投資利益

13   

(4) 許諾特許料収入 34   

(5) 物品売却益 75   

(6) 雑収入 26 212 1.3

Ⅴ　営業外費用    

(1) 支払利息 65   

(2) 株式交付費 8   

(3) 雑損失 9 83 0.5

経常利益  1,328 8.3

Ⅵ　特別利益    

(1) 固定資産売却益 26 26 0.2

Ⅶ　特別損失    

(1) 固定資産除却損 23   

(2) 役員退職慰労引当金
　　繰入額

256 280 1.8

税金等調整前
中間純利益

 1,074 6.7

法人税、住民税
及び事業税

608   

法人税等調整額 △324 283 1.8

少数株主利益  33 0.2

中間純利益  756 4.7
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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 1,074

減価償却費 556

賞与引当金の増加額 8

役員賞与引当金の減少額(△) 　 △14

退職給付引当金の増加額　 93

役員退職慰労引当金の増加額　 236

固定資産除却損　 23

受取利息及び受取配当金　 △62

支払利息　 65

持分法による投資利益(△) △13

固定資産売益（△) 　 △26

売上債権の増加額　 △697

たな卸資産の減少額　 86

仕入債務の増加額　 538

その他 △69

小計 1,801

取引保証金の返還による支出　 △3

法人税等の支払額　 △641

法人税等の還付額　 3

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,160

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金取り崩しによる収入 5

固定資産の取得による支出 △613

固定資産の売却による収入 353

投資有価証券の取得による支出　 △75

投資有価証券の売却による収入　 0

貸付金の回収による収入　 8

利息及び配当金の受取額　 62

その他投資活動による支出 △68

その他投資活動による収入　 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △328

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又は純減少額(△)　 △1,078

長期借入金の返済による支出 △776

配当金の支払額 △145

利息の支払額　 △67

株式の発行による収入　 409

自己株式の売却による収入　 1,198

自己株式取得による支出 △0

その他財務活動による支出　 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △468

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 363

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,340

Ⅵ　新規連結による現金及び現金同等物の期首残高 52

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,755
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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）

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）

電子材料
事業

（百万円）

ボトリング
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 5,444 3,172 6,768 627 16,013 － 16,013

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
112 1 － 62 176 (176) －

計 5,557 3,174 6,768 689 16,190 (176) 16,013

営業費用 4,812 2,235 6,586 628 14,263 550 14,813

営業利益 744 938 182 61 1,926 (726) 1,200

（注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称　

現に採用している売上集計区分等を利用して業種別に下記の通り分類しております。

・化学品事業……………爆薬・信号用火工品・工業薬品・農薬・プラント(次亜塩素酸・二酸化塩素発生装置、

電極他)

　　　　　・電子材料事業…………電子材料・電子部品・シリコンウェーハ

　　　　　・ボトリング事業………清涼飲料ボトリング

　　　　　・その他の事業…………砥材(研削材、耐火材)・不動産

〔所在地別セグメント情報〕

　　　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）

　　　　　　　　在外子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。　

〔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）

　　　　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。
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