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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 16,578 ― 1,363 ― 1,352 ― 858 ―
20年3月期第2四半期 14,639 16.2 1,570 25.1 1,435 17.0 909 37.7

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 136.19 ―
20年3月期第2四半期 144.27 ―

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 45,251 16,518 36.5 2,621.37
20年3月期 39,611 15,507 39.1 2,460.87

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  16,518百万円 20年3月期  15,507百万円

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 ― 20.00 30.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 30.00

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 35,000 13.5 2,700 △12.5 2,500 △6.8 1,500 △14.8 238.04

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  

詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「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） 

詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「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16日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期につきましては本資料において修正しております。 
２．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等により、実際の業績は予想数値と異なる結果
となる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、３ページ「定性的情報・財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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）および「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います。  

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 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  6,302,200株 20年3月期  6,302,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  777株 20年3月期  730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  6,301,453株 20年3月期第2四半期  6,301,524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におけるわが国経済は、増幅する金融不安が実体経済に影響し、世界経済のリスクが

顕在化する状況にありました。

  このような事業環境のもと、当社グループは、海外拠点の新設や新規分野への進出など、将来の事業展開に向け

た活動を積極的に行いました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は16,578,647千円(前年同期比1,938,742千円増）となりました。

営業利益は、原料価格高騰の影響や電子材料事業において前連結会計年度において完成した設備の償却費およびリー

ス料負担が増加したため、1,363,533千円(同206,572千円減）となりました。経常利益は、1,352,331千円（同83,114

千円減）となり、四半期純利益は858,229千円（同50,919千円減）となりました。

　なお、前第２四半期連結累計期間の業績数値は、四半期会計基準に則したものではないため、連結経営成績に関

する定性的情報における収益および利益の増減は便宜上の比較を行ったものです。

　当社グループ事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

（ライフサイエンス事業）

　ライフサイエンス事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が9,340,090千円（前年同期比1,131,728千円増）、

営業利益は415,885千円（同60,435千円増）となりました。

　ライフサイエンス事業においては、国内における主力製商品の販売が拡大したため、増収となりました。利益面

では、世界的な原料価格の高騰に加え、中国における増値税還付率の引き下げ等の影響を受けたものの、価格改定

や物流経費の削減に努め、営業利益は増加しました。

　なお、７月に株式会社エックスワンの全株式を買収し、化粧品・健康食品分野の商品開発を強化することにより

事業拡大を図ります。また、８月にFUSO（THAILAND）CO.,LTD.を設立し、東南アジア市場を開拓するとともに、日

本、中国、アメリカに加えた４極体制を構築することを目指します。

（電子材料および機能性化学品事業）

　電子材料および機能性化学品事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が7,167,414千円（前年同期比831,723

千円増）、営業利益は1,501,970千円（同217,702千円減）となりました。

　電子材料および機能性化学品事業においては、超高純度コロイダルシリカがシリコンウエハー研磨剤原料用途お

よび半導体ＣＭＰ（化学的機械的研磨）スラリー原料用途において販売を引き続き拡大し、増収となりました。し

かしながら、原料価格の高騰に加え、昨年完成した京都第二工場における新規製造設備のリース料および償却負担

が増加したため、営業利益は減少しました。

（その他の事業）

　その他の事業の業績は、外部顧客に対する売上高が71,142千円（前年同期比24,709千円減）、営業損失は2,188千

円（前年同期は5,090千円の営業利益）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

（日本）

　外部顧客に対する売上高は13,760,454千円（前年同期比1,624,420千円増）、営業利益は1,795,694千円（同

18,256千円増）となりました。

　ライフサイエンス事業、電子材料および機能性化学品事業ともに、売上が増加しました。利益面では、原料価

格高騰や電子材料事業における償却費およびリース料負担増加等があったたものの、微増となりました。

（アジア）

  当第２四半期連結会計期間より、タイにおいてFUSO（THAILAND) CO.,LTD.を設立したため、従来の「中国」セ

グメントに同社の事業活動を含めて「アジア」セグメントとしています。

  外部顧客に対する売上高は934,050千円（前年同期比177,041千円増）、営業利益は22,014千円（同129,439千円

減）となりました。

　売上高は増収となったものの、利益面では、原料価格上昇の影響は大きく、また、増値税還付率の引き下げに

より原価アップとなり、減益となりました。
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（アメリカ）

　外部顧客に対する売上高は1,884,141千円（前年同期比137,279千円増）、営業利益は103,219千円（同15,305千

円減）となりました。

　売上高は増収となったものの、利益面では、昨年と比べて円高傾向にある為替相場や原料価格上昇の影響があっ

たため、減益となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、5,639,346千円増加し、45,251,292千円とな

りました。これは主に、設備資金支払のために実行した長期借入金による現金及び預金の増加、たな卸資産の増加、

ならびに設備投資に伴う建設仮勘定の増加によるものです。

　負債については、前連結会計年度末に比べ、4,628,100千円増加し、28,732,901千円となりました。これは主に、

設備資金用途として長期借入金の借入れを行ったためです。

　純資産については、前連結会計年度末に比べ、1,011,245千円増加し、16,518,391千円となりました。これは主に、

利益剰余金の増加によるものです。

　キャッシュ・フローの状況については、税金等調整前四半期純利益、減価償却費および長期借入金の借入実行に

よる資金の増加を、たな卸資産の増加、有形固定資産や子会社株式の取得等に充てた結果、現金及び現金同等物の

残高が前連結会計年度末に比べ2,984,004千円増加し、6,284,516千円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の見通しにつきましては、米国のサブプライムローン問題の深刻化に端を発した金融不安が引き続き実体経

済に影響し、当面はこのようなより厳しい状況が続くものと予想されます。

　このような事業環境のもと、当社グループは、海外拠点の新設や新規分野への進出など将来の事業展開に向けた

活動を積極的に行っております。

  売上につきましては、当第２四半期連結累計期間の増収に加え、株式会社エックスワンの譲受に伴う増収等が見

込まれるため、期初計画に対して上方修正いたします。それに対し利益面につきましては、原料価格高騰の影響を

引き続き受けること、電子材料事業において事業展開している半導体業界の回復が期初計画よりも遅れると予測し

ていること等を勘案した結果、期初計画に対して下方修正いたします。 

　以上を踏まえ、平成21年３月期の業績を以下のように予想します。

【平成21年３月期通期　連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）】

 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

前回発表予想（Ａ） 33,000 3,100 2,900 1,800 285.64

今回修正予想（Ｂ） 35,000 2,700 2,500 1,500 238.04

増減額（Ｂ－Ａ） 2,000 △400 △400 △300 －

増減率（％） 6.1 △12.9 △13.8 △16.7 －

前期実績

（平成20年３月期）
30,833 3,086 2,683 1,760 279.42
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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

  簡便な会計処理

（棚卸資産の評価方法）

　棚卸資産の簿価切下げについては、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います。

（法人税等ならびに繰延税金資産およ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ついては、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する方法に

よっています。

　繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等または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ので、前連結会計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います。

  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

（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金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してい

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.　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）および「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います。

２.　棚卸資産の評価基準に関する会計基準

  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、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

います。

　これに伴う、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与える影響

は軽微です。

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

　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）を適用しています。

　これに伴う、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与える影響

はありません。

 ４.　リース取引に関する会計基準

　「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 最終改正平成19年３月30日）お

よび「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 最終改正

平成19年３月30日）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついて、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更して

います。

　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います。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しています。

　これに伴う、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与える影響

はありません。
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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 6,284,516 3,300,511

受取手形及び売掛金 8,658,311 8,511,197

商品 2,653,434 2,438,928

製品 3,481,343 2,864,378

原材料 1,239,508 891,114

仕掛品 488,087 446,763

貯蔵品 258,079 173,360

繰延税金資産 421,887 379,287

その他 787,175 573,976

貸倒引当金 △13,012 △10,753

流動資産合計 24,259,331 19,568,766

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,514,352 7,704,095

機械装置及び運搬具（純額） 4,331,105 4,685,755

土地 2,520,961 2,517,141

建設仮勘定 1,298,867 453,023

その他（純額） 650,728 661,452

有形固定資産合計 16,316,015 16,021,468

無形固定資産   

のれん 719,458 210,216

その他 402,545 307,496

無形固定資産合計 1,122,003 517,712

投資その他の資産   

投資有価証券 684,968 724,595

長期前払費用 1,440,284 1,582,926

繰延税金資産 787,710 657,357

その他 649,870 544,324

貸倒引当金 △8,891 △5,204

投資その他の資産合計 3,553,942 3,503,998

固定資産合計 20,991,961 20,043,179

資産合計 45,251,292 39,611,945
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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 3,144,792 2,606,068

短期借入金 5,171,601 4,598,249

未払金 1,562,940 1,765,789

未払法人税等 606,732 649,316

賞与引当金 330,146 280,125

役員賞与引当金 25,000 50,000

その他 879,815 371,283

流動負債合計 11,721,029 10,320,833

固定負債   

長期借入金 14,930,050 11,765,750

退職給付引当金 888,691 894,627

役員退職慰労引当金 1,153,896 1,111,382

その他 39,235 12,206

固定負債合計 17,011,872 13,783,966

負債合計 28,732,901 24,104,800

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,180,367 1,180,367

資本剰余金 1,667,042 1,667,042

利益剰余金 13,129,178 12,396,978

自己株式 △2,026 △1,932

株主資本合計 15,974,561 15,242,455

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 212,777 231,928

為替換算調整勘定 331,051 32,760

評価・換算差額等合計 543,829 264,689

純資産合計 16,518,391 15,507,145

負債純資産合計 45,251,292 39,611,945
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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 16,578,647

売上原価 11,705,124

売上総利益 4,873,522

販売費及び一般管理費 3,509,989

営業利益 1,363,533

営業外収益  

受取利息 8,040

受取配当金 8,718

為替差益 56,554

持分法による投資利益 8,034

その他 36,268

営業外収益合計 117,617

営業外費用  

支払利息 123,052

その他 5,766

営業外費用合計 128,819

経常利益 1,352,331

特別利益  

投資有価証券売却益 0

補助金収入 14,100

特別利益合計 14,100

特別損失  

固定資産売却損 8,054

固定資産除却損 59,804

投資有価証券評価損 2,881

特別損失合計 70,740

税金等調整前四半期純利益 1,295,691

法人税、住民税及び事業税 546,021

法人税等調整額 △108,559

法人税等合計 437,462

四半期純利益 858,229
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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 1,295,691

減価償却費 1,176,356

のれん償却額 37,506

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,636

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,021

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,930

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,936

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 42,514

受取利息及び受取配当金 △16,759

支払利息 123,052

為替差損益（△は益） △101,336

持分法による投資損益（△は益） △8,034

有形固定資産売却損益（△は益） 8,054

有形固定資産除却損 59,804

投資有価証券評価損益（△は益） 2,881

売上債権の増減額（△は増加） 255,090

たな卸資産の増減額（△は増加） △924,220

未収入金の増減額（△は増加） △73,840

仕入債務の増減額（△は減少） 462,361

未払費用の増減額（△は減少） 64,069

未収消費税等の増減額（△は増加） 108,090

未払消費税等の増減額（△は減少） 91,030

その他 △768,879

小計 1,857,225

利息及び配当金の受取額 16,759

利息の支払額 △123,052

法人税等の支払額 △575,874

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,175,057

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 △1,172,197

有形固定資産の売却による収入 45

無形固定資産の取得による支出 △58,717

投資有価証券の取得による支出 △2,216

投資有価証券の売却による収入 1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△656,282

長期貸付金の回収による収入 310

その他 7,439

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,881,618

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） 160,000

長期借入れによる収入 4,700,000

長期借入金の返済による支出 △1,122,350

自己株式の取得による支出 △94

配当金の支払額 △126,029

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,611,526

現金及び現金同等物に係る換算差額 79,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,984,004

現金及び現金同等物の期首残高 3,300,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,284,516
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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）

ライフ
サイエンス

事業
（千円）

電子材料
および機能
性化学品
事業

（千円）

その他の
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 9,340,090 7,167,414 71,142 16,578,647 － 16,578,647

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 24,028 24,028 (24,028) －

計 9,340,090 7,167,414 95,170 16,602,675 (24,028) 16,578,647

営業利益 415,885 1,501,970 △2,188 1,915,666 (552,133) 1,363,533

 

〔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）

日本
（千円）

アジア
（千円）

アメリカ
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 13,760,454 934,050 1,884,141 16,578,647 － 16,578,647

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
320,811 2,289,229 164,524 2,774,564 (2,774,564) －

計 14,081,265 3,223,279 2,048,665 19,353,211 (2,774,564) 16,578,647

営業利益 1,795,694 22,014 103,219 1,920,928 (557,395) 1,363,533

　 （注）当第２四半期会計期間より、タイにおいてFUSO（THAILAND) CO.,LTD.を設立したため、従来の「中国」セグメン

トに同社の事業活動を含めて「アジア」セグメントとしています。  
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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）

ヨーロッパ 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 760,934 3,087,811 1,960,064 98,475 5,907,286

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 16,578,647

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
4.6 18.6 11.8 0.6 35.6

 

（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

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（千円）

Ⅰ　売上高 14,639,904  

Ⅱ　売上原価 9,693,665  

売上総利益 4,946,239  

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,376,133  

営業利益 1,570,105  

Ⅳ　営業外収益 35,911  

  受取利息 12,650  

  受取配当金 8,370  

  その他 14,890  

Ⅴ　営業外費用 170,570  

  支払利息 116,935  

  為替差損 38,097  

  持分法による投資損失 5,241  

  その他 10,296  

経常利益 1,435,446  

Ⅵ　特別利益 57  

  貸倒引当金戻入益 57  

Ⅶ　特別損失 42,888  

  固定資産売却損 2,280  

  固定資産除却損 28,548  

  投資有価証券評価損 12,060  

    税金等調整前中間純利益 1,392,614  

    税金費用 483,465  

    中間純利益 909,149  
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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 1,392,614

減価償却費 907,065

売上債権の増減額 △337,347

たな卸資産の増減額 △437,994

仕入債務の増減額 10,441

その他 328,309

         小計 1,863,092

法人税等の支払額 △696,939

その他 △106,930

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,059,222

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 △2,137,951

その他 1,394,668

  投資活動によるキャッシュ・フロー △743,283

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 △388,849

長期借入れによる収入 6,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,744,200

自己株式の取得による支出 △649

配当金の支払額 △252,062

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,614,239

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 7,155

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 2,937,333

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,975,992

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 5,913,326
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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）

ライフ
サイエンス

事業
（千円）

電子材料
および機能
性化学品事業
（千円）

その他の
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

  (1）外部顧客に対する売上高 8,208,362 6,335,691 95,851 14,639,904 - 14,639,904

  (2）セグメント間の内部売上

  高又は振替高
29            - 89,950 89,980 (89,980)　         -

計 8,208,391 6,335,691 185,802 14,729,885 (89,980) 14,639,904

  営業利益 355,449 1,719,672 5,090 2,080,212 (510,106) 1,570,105

 

〔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）

日本
（千円）

中国
（千円）

アメリカ
（百万円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

  (1）外部顧客に対する売上高 12,136,033 757,009 1,746,861 14,639,904 　         - 14,639,904

  (2）セグメント間の内部売上

  高又は振替高
497,654 2,027,383 281,949 2,806,987 (2,806,987)　         -

計 12,633,688 2,784,392 2,028,811 17,446,892 (2,806,987) 14,639,904

  営業利益 1,777,438 151,453 118,524 2,047,416 (477,310) 1,570,105
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