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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 113,861 ― 4,338 ― 8,637 ― 6,279 ―

20年3月期第3四半期 108,899 7.8 4,807 7.9 5,325 20.4 2,103 58.0

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3四半期 41.27 ―

20年3月期第3四半期 13.82 ―

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3四半期 177,981 75,149 39.7 464.87
20年3月期 168,232 72,418 40.3 445.20

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  70,721百万円 20年3月期  67,743百万円

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 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

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 161,000 2.2 6,700 △31.8 9,900 △8.1 5,400 4.7 35.49

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・財務情報等】 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・財務情報等】 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. 業績予想の数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因 
    によって異なる結果と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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  154,317,630株 20年3月期  154,317,630株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,185,457株 20年3月期  2,153,800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  152,151,277株 20年3月期第3四半期  152,182,518株



  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融市場の混乱、株式・為替市場

の大幅な変動や企業収益の減少等により、景気は悪化の一途を辿りました。 

化学業界におきましても、石油化学部門を中心に大幅な減産が進む等、厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のもと当社グループは、昨年度からスタートさせた「中期経営計画」の諸施策を逐次に実行に移

す一方、製品価格の改定をはじめ積極的な営業活動を推進いたしました。 

この結果、当累計期間の売上高は1,138億６千１百万円となり、前年同期に比べ49億６千１百万円増加いたしまし

た。利益につきましては、持分法適用会社の業績が概ね好調に推移したこと等から、経常利益は86億３千７百万円と

なり、前年同期に比べ33億１千２百万円増加いたしました。また、四半期純利益は62億７千９百万円となり、前年同

期に比べ41億７千５百万円増加いたしました。 

  

セグメント別の概況は次のとおりであります。 

［化学品事業］ 

自動車・ＩＴ産業向けを中心に需要が減少したものの、工業薬品の価格修正や飼料添加物メチオニンの輸出向け

価格の上昇等により、当累計期間の売上高は609億８千５百万円となり、前年同期に比べ50億７千４百万円増加いた

しました。 

［農業化学品事業］ 

殺菌剤「トップジンＭ」や殺虫剤「モスピラン」の出荷が国内・輸出向けともに増加したこと等により、当累計

期間の売上高は250億７千万円となり、前年同期に比べ17億１千２百万円増加いたしました。 

［その他事業］ 

「運輸・倉庫部門」「建設部門」は堅調に推移したものの、「非鉄金属他部門」で亜鉛建値の下落があったこと

等により、当累計期間の売上高は278億５百万円となり、前年同期に比べ18億２千５百万円減少いたしました。 

  

  

 総資産は1,779億８千１百万円となり、前連結会計年度末と比べ97億４千８百万円増加いたしました。これは、売

上債権の減少やたな卸資産の増加、持分法適用会社の収支の大幅な改善による投資有価証券の増加等によるものであ

ります。 

 また、負債は1,028億３千１百万円となり、前連結会計年度末と比べ70億１千６百万円増加いたしました。これ

は、借入金の増加等によるものであります。 

 純資産は751億４千９百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の40.3％から39.7％となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は112億６千３百万円となりました。これは、主として、税金等調整前四半期純利益

89億９千３百万円と売上債権の回収49億６千２百万円があったものの、非キャッシュ項目である持分法による投資利

益が47億８千９百万円あったこと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） 

 投資活動の結果支出した資金は43億９千２百万円となりました。これは、主として、有形固定資産の取得による支

出40億２百万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） 

 財務活動の結果得られた資金は22億６百万円となりました。これは、主として、借入金の増加36億６千７百万円に

よるものであります。 

（現金及び現金同等物の四半期末残高） 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は89億２千４百万円増加し、182億５千１百万円となりまし

た。 

  

  

 通期の業績につきましては、平成20年10月30日に公表いたしました業績予想に変更はありません。  

  

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 

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 

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

 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）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「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」の適用 

   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、連結決算上必要な修正を行っております。なお、こ

の変更による損益への影響は軽微であります。 

 ③リース取引に関する会計基準の適用 

   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日以降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、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。 

   なお、この変更による損益への影響は軽微であります。  

  

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 

（４）追加情報 

   第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを

行っております。 

   なお、この変更による損益への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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 18,267 9,348

受取手形及び売掛金 44,321 49,669

たな卸資産 28,180 23,871

繰延税金資産 1,630 2,344

その他 3,620 2,561

貸倒引当金 △39 △47

流動資産合計 95,980 87,748

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,735 16,937

機械装置及び運搬具（純額） 14,147 14,172

工具、器具及び備品（純額） 1,549 1,569

土地 14,765 14,722

リース資産（純額） 935 －

建設仮勘定 340 215

有形固定資産合計 48,474 47,618

無形固定資産   

のれん 376 1,303

その他 1,304 1,129

無形固定資産合計 1,680 2,433

投資その他の資産   

投資有価証券 25,795 24,738

長期前払費用 760 499

繰延税金資産 1,506 1,796

その他 3,852 3,458

貸倒引当金 △69 △60

投資その他の資産合計 31,845 30,432

固定資産合計 82,000 80,483

資産合計 177,981 168,232



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 28,891 27,444

短期借入金 41,853 39,979

未払法人税等 473 516

賞与引当金 1,256 2,521

その他 8,287 5,910

流動負債合計 80,761 76,371

固定負債   

長期借入金 15,985 14,191

繰延税金負債 385 452

退職給付引当金 2,210 2,249

その他 3,488 2,550

固定負債合計 22,069 19,442

負債合計 102,831 95,814

純資産の部   

株主資本   

資本金 29,166 29,166

資本剰余金 26,094 26,094

利益剰余金 16,569 11,203

自己株式 △585 △573

株主資本合計 71,245 65,890

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 480 1,655

繰延ヘッジ損益 87 △12

為替換算調整勘定 △1,091 209

評価・換算差額等合計 △523 1,852

少数株主持分 4,428 4,674

純資産合計 75,149 72,418

負債純資産合計 177,981 168,232



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 113,861

売上原価 90,313

売上総利益 23,547

販売費及び一般管理費 19,209

営業利益 4,338

営業外収益  

受取利息 34

受取配当金 383

受取賃貸料 402

持分法による投資利益 4,789

その他 567

営業外収益合計 6,176

営業外費用  

支払利息 672

不動産賃貸原価 269

その他 936

営業外費用合計 1,877

経常利益 8,637

特別利益  

受取補償金 474

投資有価証券売却益 20

その他 7

特別利益合計 502

特別損失  

固定資産廃棄損 117

その他 29

特別損失合計 146

税金等調整前四半期純利益 8,993

法人税、住民税及び事業税 983

法人税等調整額 1,709

法人税等合計 2,693

少数株主利益 21

四半期純利益 6,279



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 8,993

減価償却費 5,664

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,264

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38

受取利息及び受取配当金 △418

支払利息 672

持分法による投資損益（△は益） △4,789

売上債権の増減額（△は増加） 4,962

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,395

仕入債務の増減額（△は減少） 1,913

その他 850

小計 12,151

利息及び配当金の受取額 796

利息の支払額 △667

法人税等の支払額 △1,016

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,263

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 △4,002

無形固定資産の取得による支出 △81

その他 △308

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,392

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） 1,770

長期借入れによる収入 8,800

長期借入金の返済による支出 △6,902

配当金の支払額 △912

その他 △549

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,206

現金及び現金同等物に係る換算差額 △152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,924

現金及び現金同等物の期首残高 9,326

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,251



 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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計の金額に占める割合の90％超であるため、所在地別

 セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
化学品事業 
（百万円） 

農業化学品
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  60,985  25,070  27,805  113,861  －  113,861

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 27  270  4,593  4,890 (4,890)  －

計  61,012  25,340  32,398  118,752 (4,890)  113,861

営業利益  4,083  519  331  4,933 (595)  4,338

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

  アジア地域 欧州地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  13,798  6,251  4,738  4,245  29,033

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  113,861

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 12.1  5.5  4.2  3.7  25.5

（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」  

前年同四半期にかかる財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高       108,899

Ⅱ 売上原価  85,124

売上総利益  23,775

Ⅲ 販売費及び一般管理費  18,967

営業利益  4,807

Ⅳ 営業外収益  2,240

１.受取利息及び配当金   294

２.持分法による投資利益  654

３.その他  1,291

Ⅴ 営業外費用  1,722

１.支払利息   711

２.その他  1,011

経常利益  5,325

Ⅵ 特別利益  76

その他   76

Ⅶ 特別損失   652

１.減損損失   499

２.固定資産廃却損   129

３.その他   22

税金等調整前四半期純利益   4,749

法人税等   2,460

少数株主利益   184

四半期純利益   2,103
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益   4,749

減価償却費  4,517

減損損失   499

のれん償却額   975

売上債権の減少額   8,786

たな卸資産の増加額  △4,768

仕入債務の増加額     2,583

その他  △3,091

営業活動によるキャッシュ・フロー  14,251

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  △3,180

有形固定資産の売却による収入   29

投資有価証券の取得による支出  △1,218

投資有価証券の売却による収入   126

その他   29

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,213

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純減少額  △920

長期借入れによる収入   4,700

長期借入金の返済による支出  △7,115

配当金の支払額  △757

その他  △81

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,174

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △22

Ⅵ 現金及び現金同等物の増加額  5,840

Ⅶ 現金及び現金同等物の期首残高  8,882

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高  14,722
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