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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 3,813 ― 203 ― 281 ― 149 ―

20年3月期第2四半期 3,754 6.9 286 △2.6 331 △1.4 183 △35.0

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 22.04 ―

20年3月期第2四半期 26.59 ―

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 12,533 10,473 83.4 1,559.92
20年3月期 12,674 10,714 84.3 1,562.38

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,453百万円 20年3月期  10,689百万円

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 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

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 7,680 2.6 355 △32.1 480 △19.7 305 1.7 45.15

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、３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．上記の予想は、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数値と異なる場合があります。詳細
は２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をご覧下さい。 
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。  

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  6,992,000株 20年3月期  6,992,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  290,544株 20年3月期  150,498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  6,801,483株 20年3月期第2四半期  6,901,788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我が国経済は、米国の金融危機の直撃で一段の減速となり、後退局面に入って

まいりました。資源高と輸出鈍化で収益が圧迫され、生産、設備投資の抑制、消費者物価の上昇もあり、消費者の心

理も冷え、景気低迷は長引く恐れも出てまいりました。

　当社グループにおきましても当第２四半期連結累計期間に入り、更なる原油価格の高騰の影響を受け、原材料価格

の上昇が続き、エネルギーコストや副資材もさらにアップし、輸出関係も低迷し、厳しい状況が続きました。

　このような背景のもと、当社グループにおきましては、原材料価格の高騰分を当社グループ製品への転嫁に努力い

たしましたが追いつかず、また、円高による為替の影響、オリンピックの影響による出荷量の低下もあり、利益が一

段と圧迫される厳しい状況となりました。

　特に、当社グループの主要需要先の１つでありますプリント配線板業界は、中国市場の低迷と価格競争激化により、

売上高、利益ともに影響を受けました。さらに、もう一方の主力分野であります合繊織物業界も輸出の低迷と消費の

冷え込みにより大幅に仕事量が減少いたしました。

　その厳しい状況の中、独自技術の確立と顧客第一主義に徹して、国内を中心に高付加価値品を各分野において開発

し、積極的に新製品の投入を行なってまいりました。

　また、原材料の価格やエネルギーコストがさらに上昇していく中、生産性向上、経費節減に努力し、顧客へのサー

ビスを強化し、製品への価格転嫁によって利益確保を行なってまいりました。

　その結果として当第２四半期連結累計期間における売上高は3,813百万円（前年同期比1.6％増）となりました。

営業利益は203百万円（同28.8％減）、経常利益は281百万円（同15.3％減）、四半期純利益は149百万円（同18.3％

減）と、増収減益となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、定期預金の預け入れによる

支出580百万円、関係会社株式の取得による支出123百万円及び自己株式取得による支出102百万円並びに法人税等の

支払い105百万円等により前連結会計年度末から684百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には1,386百万円と

なりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は352百万円（前年同期比47.5％増）となりました。

前年同期との差の要因は、売上債権の増加が52百万円（同669.0％増）あったものの、仕入債務の増加66百万円（同

1,020.5％増）及び利息及び配当金の受取額75百万円（同39.6％増）並びに法人税等の支払額105百万円（同47.2％

減）等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）

　当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は768百万円（同56.5％減）となりました。前年同

期との差の要因は、定期預金の預け入れによる支出580百万円（同61.3％減）及び関係会社株式の取得による支出123

百万円（前年同期は－）並びに有形固定資産の取得による支出61百万円（同47.6％減）等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）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は272百万円（同43.2％増）となりました。前年同

期との差の要因は、自己株式取得による支出の支払額102百万円（同470.2％増）及び配当金の支払額170百万円（同

1.2％減）によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月19日に公表いたしました業績予想に変更はございません。
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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）

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する方法により算定し

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

（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。

（たな卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　たな卸資産については、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、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、主として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、損益に与える影響はありません。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、機械装置及び運搬具の主な耐用年数を４～９年としておりましたが、法人税法の

改正に伴い、第１四半期連結会計期間より４～８年に変更しております。
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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：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 3,986,180 4,090,708

受取手形及び売掛金 2,016,951 1,974,923

商品及び製品 555,749 516,118

仕掛品 247,656 239,249

原材料及び貯蔵品 392,843 401,883

繰延税金資産 93,466 71,378

その他 48,359 33,821

貸倒引当金 △11,180 △14,506

流動資産合計 7,330,025 7,313,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,743,121 3,694,829

減価償却累計額 △2,589,286 △2,547,880

建物及び構築物（純額） 1,153,834 1,146,948

機械装置及び運搬具 5,711,626 5,711,539

減価償却累計額 △5,125,689 △5,066,527

機械装置及び運搬具（純額） 585,937 645,011

工具、器具及び備品 911,863 907,237

減価償却累計額 △835,207 △833,894

工具、器具及び備品（純額） 76,655 73,343

土地 2,097,295 2,097,295

建設仮勘定 38,691 104,810

有形固定資産合計 3,952,413 4,067,409

無形固定資産   

のれん 10,700 12,608

その他 66,145 70,969

無形固定資産合計 76,845 83,578

投資その他の資産   

投資有価証券 1,054,589 1,110,574

従業員に対する長期貸付金 3,405 4,054

繰延税金資産 87,421 63,732

その他 35,453 37,506

貸倒引当金 △6,562 △6,245

投資その他の資産合計 1,174,307 1,209,622

固定資産合計 5,203,567 5,360,610

資産合計 12,533,593 12,674,186
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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 1,117,865 1,055,040

未払金 131,345 133,350

未払費用 11,235 24,540

未払法人税等 132,780 111,880

賞与引当金 177,400 111,451

役員賞与引当金 7,000 13,000

その他 35,994 36,398

流動負債合計 1,613,621 1,485,662

固定負債   

退職給付引当金 346,184 378,072

役員退職慰労引当金 100,607 95,826

固定負債合計 446,792 473,898

負債合計 2,060,413 1,959,561

純資産の部   

株主資本   

資本金 842,000 842,000

資本剰余金 827,990 827,990

利益剰余金 8,944,799 8,965,915

自己株式 △219,887 △117,657

株主資本合計 10,394,901 10,518,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 82,323 112,471

為替換算調整勘定 △23,498 58,334

評価・換算差額等合計 58,825 170,805

少数株主持分 19,452 25,571

純資産合計 10,473,179 10,714,624

負債純資産合計 12,533,593 12,674,186
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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 3,813,473

売上原価 2,707,458

売上総利益 1,106,015

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 902,132

営業利益 203,882

営業外収益  

受取利息 6,565

受取配当金 2,762

持分法による投資利益 8,839

為替差益 24,591

受取ロイヤリティー 35,224

雑収入 6,088

営業外収益合計 84,072

営業外費用  

売上割引 2,950

貸倒引当金繰入額 322

支払補償費 3,047

その他 495

営業外費用合計 6,816

経常利益 281,138

特別利益  

固定資産売却益 199

貸倒引当金戻入額 2,398

特別利益合計 2,598

特別損失  

固定資産除却損 677

投資有価証券評価損 7,339

持分変動損失 2,189

特別損失合計 10,206

税金等調整前四半期純利益 273,530

法人税、住民税及び事業税 149,176

法人税等調整額 △25,877

法人税等合計 123,299

少数株主利益 310

四半期純利益 149,920
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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 273,530

減価償却費 157,781

のれん償却額 3,152

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,076

賞与引当金の増減額（△は減少） 65,949

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,781

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,654

受取利息及び受取配当金 △9,328

為替差損益（△は益） △11,680

持分法による投資損益（△は益） △8,839

持分変動損益（△は益） 2,189

有形固定資産売却損益（△は益） △199

有形固定資産除却損 677

投資有価証券評価損益（△は益） 7,309

売上債権の増減額（△は増加） △52,204

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,298

仕入債務の増減額（△は減少） 66,717

未払金の増減額（△は減少） 11,949

未払費用の増減額（△は減少） △9,910

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,592

その他 △47,589

小計 381,847

利息及び配当金の受取額 75,456

法人税等の支払額 △105,171

営業活動によるキャッシュ・フロー 352,132

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 △61,790

有形固定資産の売却による収入 1,000

無形固定資産の取得による支出 △200

投資有価証券の取得による支出 △4,321

定期預金の預入による支出 △580,000

関係会社株式の取得による支出 △123,699

貸付金の回収による収入 649

投資活動によるキャッシュ・フロー △768,363

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △102,229

配当金の支払額 △170,176

財務活動によるキャッシュ・フロー △272,406
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（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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △684,527

現金及び現金同等物の期首残高 2,070,708

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,386,180
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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）

　連結子会社のうち互応物流㈱は、専ら当社製品の倉庫管理ならびに運送業務にたずさわっております。また、

ゴオウインドネシアケミカル㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売に従事しており、化学工業製品の製造・

販売のみの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は記載しておりません。

〔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「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報は記

載しておりません。

〔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）

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,308,580 84,001 1,392,581

Ⅱ　連結売上高（千円） 3,813,473

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 34.3 2.2 36.5

　（注）１．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。

２．国又は地域の区分の方法………地理的近接度による。

３．アジアに属する主な国又は地域………香港、中国、タイ、インドネシア、マレーシア、韓国等

その他の地域に属する国又は地域………ハンガリー、スペイン、トルコ等

（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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６．その他の情報

　販売の状況

区分
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）

電子産業用（千円） 1,627,820

繊維用（千円） 706,437

化粧品用（千円） 312,879

製紙・印刷関連用（千円） 477,685

その他工業用（千円） 639,840

小計（千円） 3,764,661

商品（千円） 48,812

合計（千円） 3,813,473

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　なお、当社グループは単一セグメントであり、事業の種類別セグメントを記載しておりませんので用途区分によ

る部門別に記載しております。　　

　また、用途区分による部門別の方法については、従来、顧客の使用用途の類似性等の観点に基づき４区分（商品

を除く）としておりましたが、「その他工業用」が増加してきたこと、用途が多様化してきたこと等により、当第

１四半期連結会計期間から「製紙・印刷関連用」を加えた５区分（商品を除く）に変更し、区分の見直しを行って

おります。
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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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,754,009 100.0

Ⅱ　売上原価 2,544,722 67.8

売上総利益 1,209,286 32.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 922,736 24.6

営業利益 286,550 7.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 2,045

２．受取配当金 2,443

３．受取ロイヤリティ 37,468

４．持分法による投資利益 6,821

５．その他 2,982 51,761 1.4

Ⅴ　営業外費用

１．売上割引 2,667

２．貸倒引当金繰入額 0

３．為替差損 524

４．支払補償費 3,059

５．その他 200 6,453 0.2

経常利益 331,858 8.8

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 597 597 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 8,888

２．固定資産売却損 60 8,948 0.2

税金等調整前中間純利益 323,507 8.6

法人税、住民税及び事業税 163,548

法人税等調整額 △23,744 139,803 3.7

少数株主利益 218 0.0

中間純利益 183,485 4.9
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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（千円）

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 323,507

減価償却費 166,738

賞与引当金の増加額 53,111

役員賞与引当金の減少額 △8,000

退職給付引当金の増加額 22,477

役員退職慰労引当金の増加
額

4,432

貸倒引当金の増加額 198

受取利息及び受取配当金 △4,489

為替差益 △9,483

持分法による投資利益 △6,821

有形固定資産売却益 △597

有形固定資産売却損 60

有形固定資産除却損 8,888

売上債権の増加額 △6,788

たな卸資産の増加額 △82,743

仕入債務の減少額 △5,954

未払消費税等の減少額 △11,642

未払金の増加額 458

未払費用の減少額 △8,263

その他 △51,381

小計 383,707
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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（千円）

利息及び配当金の受取額 54,060

法人税等の支払額 △199,021

営業活動によるキャッシュ・
フロー

238,746

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

定期預金の預け入れによる
支出 

△1,500,000

投資有価証券の取得による
支出 

△3,054

関係会社株式への投資によ
る支出

△148,135

有形固定資産の取得による
支出

△117,998

有形固定資産の売却による
収入

1,509

貸付金の回収による収入 649

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△1,767,029

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

自己株式取得による支出 △17,928

配当金の支払額 △172,289

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△190,217

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

10,395

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,708,105

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

3,886,684

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

2,178,579
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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）において、連結子会社のうち互応物流㈱

は、専ら当社製品の倉庫管理ならびに運送業務にたずさわっております。また、ゴオウインドネシアケミカル

㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売のみの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は記

載しておりません。

〔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）において、全セグメントの売上高の合計

に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメントの情報は記載しておりません。

〔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）

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,393,307 94,370 1,487,677

Ⅱ　連結売上高（千円） 3,754,009

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 37.1 2.5 39.6

　（注）１．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。

２．国又は地域の区分の方法………地理的近接度による。

３．アジアに属する主な国又は地域………中国、香港、タイ、インドネシア、台湾、韓国等

その他の地域に属する国又は地域………ハンガリー、スペイン、ドイツ等
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