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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 10,534 ― 322 ― 384 ― 394 ―

20年3月期第2四半期 10,004 11.8 535 456.2 532 319.8 340 205.8

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 10.16 ―

20年3月期第2四半期 8.54 ―

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 21,664 13,599 62.8 350.83
20年3月期 22,184 13,427 60.5 345.94

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,599百万円 20年3月期  13,427百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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  

株主からの単元未満株式の買取請求により期中平均株式数が減少した結果、1株当たり当期純利益が前回予想値（平成20年5月14日発表）に比べ0円03銭増加しており
ます。  

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 21,800 8.7 660 △17.3 730 △2.4 710 3.0 18.32

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) 上記の業績予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性がありま
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 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  41,207,730株 20年3月期  41,207,730株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,443,584株 20年3月期  2,394,770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  38,794,708株 20年3月期第2四半期  39,849,164株
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当第２四半期連結累計期間における日本経済は、世界的な金融不安を背景とした実体経済の混乱によ

り、景気の先行きに後退感が強まりました。 

  化学工業界におきましては、こうした実体経済の悪化に伴う需要の減少に加え、大きく変動する原燃料

価格への対応を迫られる厳しい事業環境となりました。 

  このような状況下、当社グループといたしましては、原燃料価格の変動に対処すべく適正な価格水準の

確保に取り組むと共に、新規製品の拡販に傾注してまいりました。 

  その結果、当第２四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は10,534百万円（前年同期比530百万

円増収・5.3％増）となりましたものの、利益面では期首に想定していた前年度からの設備投資増加に伴

う償却費負担の増加と原燃料価格の変動に伴う収益圧迫により、営業利益は322百万円（前年同期比212百

万円減益・39.8％減）となりました。経常利益は研究開発業務の受託による営業外収入もあり384百万円

（前年同期比148百万円減益・27.8％減）となりました。四半期純利益は394百万円（前年同期比53百万円

増益・15.8％増）と172百万円の特別損失を計上した前年同期を上回り、いずれの利益段階においても、

本年５月14日発表の業績予想値にほぼ近い利益を確保いたしました。 

  
これを事業別に見ますと次のとおりであります。 

化学品事業 

・有機酸製品 

 無水フタル酸は、最大の需要先であるフタル酸系可塑剤の需要減の影響により、国内向けの販売数量は

減少したものの、この減少分を輸出でカバーすると共に、原燃料価格の変動に対処した製品価格の是正に

より増収となりました。 

 その他の有機酸についても、無水フタル酸と同様、製品価格の是正を実施しました。その結果、コハク

酸は、生分解性樹脂向けの販売数量増加もあり大幅な増収となり、リンゴ酸は、販売数量は横ばいでした

が増収となりました。またフマル酸は、販売数量が減少したものの、前年同期並の売上となりました。 

・有機酸系誘導品 

 可塑剤は、販売数量が減少したものの、原料である無水フタル酸の値上げ及びアルコール価格の高騰に

より前年同期並の売上となりました。 

 マキシモール®は、界面活性剤の中間原料用途が採用実績を伸ばすと共に、製品価格の是正効果により

増収となりました。 

・キノン系製品 

 パルプ蒸解助剤ＳＡＱ®は、国内のパルプ生産増に伴い販売数量が増加し増収となりました。アントラ

キノンは、販売数量が増加し増収となりました。ナフトキノンは、医農薬や樹脂向けが引き続き堅調に推

移し増収となりました。農薬原体アセキノシルは、前年同期並の売上となりました。脱硫触媒ＮＱＳ®は

販売数量の増加により大幅な増収となりました。 

 

 以上の結果、化学品事業全体としての売上高は10,331百万円（前年同期比558百万円増収・5.7％増）と

なりましたものの、原燃料価格の変動による収益圧迫及び設備投資増加に伴う償却費負担増の影響によ

り、営業利益は316百万円（前年同期比198百万円減益・38.5％減）となりました。 

  

その他の事業 

 その他の事業につきましては、主にエンジニアリング事業の縮小により、売上高は202百万円（前年同

期比27百万円減収・12.1％減）、営業損失は1百万円（前年同期は23百万円の営業利益）となりました。 

  

・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
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は、21,664百万円となり前連結会計年度末に比べ519百万

円減少いたしました。 

 流動資産は、主に、たな卸資産が増加しましたが、現金同等物である短期貸付金が減少したことにより

前連結会計年度末に比べ288百万円減少し、9,721百万円となりました。 

 固定資産は、主に、有形固定資産の減価償却による減少により、前連結会計年度末に比べ230百万円減

少し、11,943百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、8,065百万円となり前連結会計年度末に比べ691百万

円減少いたしました。 

 流動負債は、主に、前連結会計年度の一斉定期修理工事期間中に実施した修繕工事等の買掛金の支払い

により、前連結会計年度末に比べ605百万円減少し、4,364百万円となりました。 

 固定負債は、主に、退職給付引当金の減少により、前連結会計年度末に比べ86百万円減少し、3,700百

万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、13,599百万円となり前連結会計年度末に比べ172百万

円増加いたしました。 

 株主資本は、主に、配当金の支払いによる減少はありましたものの、四半期純利益394百万円の計上に

より利益剰余金が増加したため、前連結会計年度末に比べ191百万円増加し、9,691百万円となりました。

 評価・換算差額等は、株式の市場価格の下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少により、前連結会

計年度末に比べ19百万円減少し、3,908百万円となりました。 

  

下半期につきましては、世界的な金融不全による経済活動の混乱により実体経済は急速に冷え込んでお

り、これにより汎用化学品の需要が今後、大幅に落ち込んでいくことを覚悟しなければなりません。ま

た、原油価格を始めとした原材料価格は大きく変動しておりますので、需要動向と併せ今後の動向を慎重

に見極め、対処していく必要があります。 

 このような厳しい状況下、当社グループといたしましては、原燃料価格の動向に対応した適正な価格水

準を確保すると共に、新規製品の拡販、徹底した合理化に取り組んでまいります。 

 また、中期的には「既存事業で確固たる地盤を築きつつ、高機能製品を軸とした新規製品の拡充により

大きく飛躍する」を計画の柱とする中期経営計画の実現に向け、経営資源を集中的に投入してまいりま

す。とりわけ、当社が世界で唯一、総合的な事業化に成功しているキノン系製品につきましては、キノン

類の持つ耐熱、難燃等の特性を活かした新規誘導品の開発に注力してまいります。 

 通期の連結業績見通しにつきましては、本年５月14日発表の業績予想通り売上高21,800百万円、営業利

益660百万円、経常利益730百万円、当期純利益710百万円を見込んでおります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 

ⅰ 棚卸資産の評価方法 
当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度
末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

ⅱ 固定資産の減価償却費の算定方法 
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を
期間按分する方法によっております。 
 なお、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
して算定する方法によっております。 

ⅲ 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おります。 

  

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 
 たな卸資産 
「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１四半期連結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。 
 この結果、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売上総利益、営業利
益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ25百万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。 

  

当社の機械装置については、従来、耐用年数を７年～12年のものを、第１四半期連結会計期間より
８年に変更しております。 
 この変更は平成20年度税制改正を契機として機械装置の経済的耐用年数を見直した結果によるもの
であります。 
 この結果、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売上総利益、営業利
益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ19百万円増加しております。 
 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。 

  

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)

(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

(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

（追加情報）
  有形固定資産の耐用年数の変更
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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 377 388 

受取手形及び売掛金 5,736 5,594 

商品 26 46 

製品 1,994 1,485 

原材料 361 396 

仕掛品 254 192 

貯蔵品 94 52 

短期貸付金 592 1,578 

その他 283 275 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 9,721 10,010 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 869 886 

機械装置及び運搬具（純額） 2,069 2,107 

土地 8,084 8,084 

その他（純額） 173 301 

有形固定資産合計 11,196 11,380 

無形固定資産 14 16 

投資その他の資産 731 777 

固定資産合計 11,943 12,174 

資産合計 21,664 22,184 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,943 3,772 

短期借入金 100 100 

未払法人税等 22 42 

賞与引当金 196 194 

役員賞与引当金 － 9 

修繕引当金 168 80 

その他 932 770 

流動負債合計 4,364 4,969 

固定負債 

再評価に係る繰延税金負債 2,555 2,555 

繰延税金負債 136 150 

退職給付引当金 952 1,013 

役員退職慰労引当金 56 68 

固定負債合計 3,700 3,787 

負債合計 8,065 8,757 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 6,282 6,282 

資本剰余金 2,549 2,549 

利益剰余金 1,254 1,054 

自己株式 △395 △387 

株主資本合計 9,691 9,499 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 200 219 

土地再評価差額金 3,708 3,708 

評価・換算差額等合計 3,908 3,927 

純資産合計 13,599 13,427 

負債純資産合計 21,664 22,184 
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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 10,534 

売上原価 9,156 

売上総利益 1,378 

販売費及び一般管理費 1,056 

営業利益 322 

営業外収益 

受取利息 3 

受取配当金 12 

業務受託料 31 

固定資産賃貸料 26 

その他 10 

営業外収益合計 86 

営業外費用 

支払利息 1 

固定資産処分損 8 

固定資産除却損 1 

関係会社厚生年金基金脱退損失 6 

土壌調査費 5 

その他 2 

営業外費用合計 23 

経常利益 384 

税金等調整前四半期純利益 384 

法人税、住民税及び事業税 4 

過年度法人税等戻入額 △12 

法人税等調整額 △1 

法人税等合計 △9 

四半期純利益 394 
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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 384 

減価償却費 395 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 

修繕引当金の増減額（△は減少） 88 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △60 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12 

受取利息及び受取配当金 △16 

支払利息 1 

有形固定資産除却損 2 

売上債権の増減額（△は増加） △142 

たな卸資産の増減額（△は増加） △558 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4 

仕入債務の増減額（△は減少） △828 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 187 

その他 △0 

小計 △561 

利息及び配当金の受取額 16 

利息の支払額 △1 

法人税等の支払額 △12 

営業活動によるキャッシュ・フロー △558 

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 △238 

その他 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △237 

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 △8 

配当金の支払額 △192 

財務活動によるキャッシュ・フロー △200 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △996 

現金及び現金同等物の期首残高 1,967 

現金及び現金同等物の四半期末残高 970 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【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) 
  

   
(注) １ 事業区分は、事業の種類・性質の類似性等を勘案して決定しております。 

２ 各事業区分の主要な製品又は業務 
       (1) 化学品事業………有機酸製品、有機酸系誘導品、キノン系製品 
       (2) その他の事業……設備の設計・施工、施設の管理運営他 

３ 「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」の会計処理の原則及び手続の変

更に記載のとおり「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１四半期連結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。これにより当第２四半期連結累計

期間の化学品事業の営業費用は25百万円増加し、営業利益が同額減少しております。その他の事業に

つきましては影響はありません。 

４ 「追加情報」に記載のとおり平成20年度税制改正を契機として機械装置の経済的耐用年数を見直して

おります。これにより当第２四半期連結累計期間の化学品事業の営業費用は19百万円減少し、営業利

益が同額増加しております。 

  

【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) 

    在外連結子会社及び在外支店がないため、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) セグメント情報

化学品事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

合計
(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
10,331 202 10,534 ― 10,534

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
─ 470 470 (470) ―

計 10,331 673 11,005 (470) 10,534

営業利益又は営業損失(△) 316 △1 314 7 322
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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) 

  

   
(注) １ 海外売上高は、親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。なお、 

            連結子会社の海外売上高はありません。 
２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
３ 各区分に属する主な国又は地域 
 (1)アジア………………中国、インドネシア 
 (2)欧州…………………ドイツ、イギリス 
 (3)北米…………………アメリカ 
 (4)その他の地域………ブラジル 

  

該当事項はありません。 
  

  

アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,034 279 292 25 1,631

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 10,534

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.8 2.7 2.8 0.2 15.5

(6) 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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前中間連結損益計算書 

「参考資料」

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 10,004 100.0

Ⅱ 売上原価 8,454 84.5

売上総利益 1,549 15.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

販売費 359

一般管理費 654 1,014 10.1

営業利益 535 5.4

Ⅳ 営業外収益

受取利息 6

受取配当金 12

不動産賃貸料 28

その他 7 54 0.5

Ⅴ 営業外費用

支払利息 1

固定資産整理損 43

土壌調査費 11

たな卸資産整理損 0

その他 0 57 0.6

経常利益 532 5.3

Ⅵ 特別損失

固定資産撤去損失 172 172 1.7

税金等調整前中間純利益 360 3.6

法人税、住民税及び事業税 20

法人税等調整額 △0 20 0.2

中間純利益 340 3.4
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前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 360

   減価償却費 279

   賞与引当金の増減額(減少は△) 11

   定期修繕引当金の増減額(減少は△) 96

   退職給付引当金の増減額(減少は△) △8

   役員退職慰労引当金の増減額(減少は△) 4

   受取利息及び受取配当金 △19

   支払利息 1

   有形固定資産除却損 6

   売上債権の増減額(増加は△) △607

   たな卸資産の増減額(増加は△) △680

   その他の流動資産の増減額(増加は△) 9

   仕入債務の増減額(減少は△) △148

   その他の流動負債の増減額(減少は△) 325

   その他の営業による収支(支出は△) 0

小計 △368

   利息及び配当金の受取額 19

   利息の支払額 △1

   法人税等の支払額 △24

   営業活動によるキャッシュ・フロー △375

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 △165

   その他の投資による収支(支出は△) △0

   投資活動によるキャッシュ・フロー △165

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

      配当金の支払額 △119

   自己株式の取得による収支(支出は△) △3

   財務活動によるキャッシュ・フロー △122

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△) △663

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,382

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,718
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当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当社は、平成20年８月８日開催の取締役会において、平成20年10月１日付をもって、当社の連結子会

社である川崎化成エンジニアリング株式会社を吸収合併することを決議し、同年10月１日をもって、川

崎化成エンジニアリング株式会社を吸収合併しております。 

 合併に関する事項の概要は次のとおりであります。 

１．結合当事者企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業 

 当社による当社の完全子会社である川崎化成エンジニアリング株式会社の吸収合併でありま

す。 

(2) 企業結合の法的形式 

 当社を存続会社、川崎化成エンジニアリング株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であり、

簡易合併の手続きにより合併しております。 

(3) 結合後企業の名称 

川崎化成工業株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

  川崎化成エンジニアリング株式会社を当社の生産部門に統合し、経営資源を内部に集中させ一

体となって生産技術・設備管理技術の向上及び伝承に取り組むことにより、生産合理化と安全安

定操業を目指すための吸収合併であり、合併期日後において同社の資産・負債及び権利義務の一

切を引き継いでおります。 

２． 実施した会計処理の概要 

 企業結合に係る会計基準等における共通支配下の取引として処理しております。 

 なお、川崎化成エンジニアリング株式会社から引き継いだ資産及び負債は次のとおりでありま

す。  

 資産合計 395百万円   負債合計  330百万円 

３． 子会社株式の追加取得に関する事項 

 川崎化成エンジニアリング株式会社は当社の完全子会社であるため、該当事項はありません。 

  

  

  

6. その他の情報

（重要な後発事象）

川崎化成工業㈱(4117)平成21年3月期 第2四半期決算短信

－13－




