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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 128,920 ― 4,023 ― 3,170 ― △85 ―
20年3月期第3四半期 136,209 7.3 7,618 △1.8 7,598 △3.7 3,785 △14.3

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 △0.92 ―
20年3月期第3四半期 40.75 ―

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 158,213 44,954 27.7 472.56
20年3月期 158,674 48,225 29.5 503.28

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  43,890百万円 20年3月期  46,750百万円

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  有  

経営環境の急速な悪化に伴い平成21年３月期の業績予想の修正を余儀なくされたことから、当期の期末配当は、現時点では未定といたします。  

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 10.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 152,000 △16.0 2,200 △73.7 1,200 △85.2 △1,700 ― △18.30

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、２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、３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．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る過程を前提にしており、実際の業績は様々な要
因によりこれらの予想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。  

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3四半期  93,065,554株 20年3月期  93,065,554株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  188,403株 20年3月期  173,440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  92,885,521株 20年3月期第3四半期  92,880,163株

- 1 -



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３四半期連結累計期間のわが国経済は、原材料価格の更なる高騰や輸出の減少に加え、急激な円高進行、株

価の下落などにより企業業績が悪化し、個人消費も低迷するなど、景気後退が一段と加速し、未曾有の厳しい経済

状況で推移致しました。また、海外経済におきましても、米国発の金融危機が実体経済に大きく影響を及ぼし、景

気の悪化が一層鮮明になりました。 

このような経済環境の下で、売上高は、円高に伴って海外子会社の売上高の円換算額が大幅に減少したこともあ

り、1,289億２千万円となりました。なお、製品部門別の売上高は、化成品部門170億７百万円、着色剤部門1,013

億８千１百万円、その他の部門105億３千１百万円となっております。利益面につきましては、営業利益は原材料

価格の高騰による売上原価の上昇などにより、40億２千３百万円となりました。経常利益は、円高に伴う為替差損

の発生などにより、31億７千万円となりました。四半期純損益は、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に伴う

たな卸資産評価損や、投資有価証券評価損を計上したことに加え、欧州子会社の工場閉鎖に伴う工場閉鎖損失が発

生したことなどにより８千５百万円の損失となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、1,582億１千３百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億６千１百

万円減少致しました。これは、主に現金及び預金が８億７千１百万円、たな卸資産が９億７千５百万円増加したこ

と及び投資有価証券が19億８千８百万円減少したことなどによるものであります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、1,132億５千８百万円となり、前連結会計年度末と比べ28億９百万

円増加致しました。これは、主に支払手形及び買掛金が33億２百万円増加したことなどによるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、449億５千４百万円となり、前連結会計年度末に比べて32億７千

万円減少致しました。これは、主に為替換算調整勘定が12億７千７百万円、利益剰余金が10億６千３百万円減少し

たことなど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 

米国発の金融危機が実体経済に大きく影響を及ぼし、世界経済の悪化が一層鮮明になっております。この様な経

済環境の中で当社製品関連市場の予想を上回る需要の落ち込みと在庫調整等の影響による売上高の減少に加え、株

式市場の悪化に伴う投資有価証券評価損の計上等も見込まれます。 

これらの状況を勘案した結果、現時点における平成21年３月期通期連結業績予想につきましては、売上高、営業

利益、経常利益及び当期純利益とも、前回の連結業績予想を下回る見込みであり、以下の通り平成20年10月28日に

公表した内容を修正いたしました。 

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 

①たな卸資産の評価方法 

たな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し当第２四半期連結会計期間末に係る実地たな卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定しております。 

②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、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。 

  今回予想（Ａ） 
前回予想（Ｂ） 

（平成20年10月28日）
増減額（Ａ－Ｂ） 増減率 

売上高 1,520億円 1,720億円 △200億円 △11.6％ 

営業利益 22億円 61億円 △39億円 △63.9％ 

経常利益 12億円 57億円 △45億円 △78.9％ 

当期純利益 △17億円 5億円 △22億円 － 
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③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 

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おいて特に回収可能性に疑義を生じる

ような事実の発生はなく、かつ、一時差異等の発生状況にも著しい変化が認められないため、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 

（会計基準等の改正に伴う変更） 

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）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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総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、主として総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。 

 なお、この変更に伴う期首たな卸高に係る評価損743百万円を特別損失に計上しております。 

 この変更により、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は76百万円、税金等調整前四半期純利

益は819百万円減少しております。 

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」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。 

 この変更による当第３四半期連結累計期間の影響額は軽微であります。 

④ 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、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。なお、リース取引開始日がリース会計基準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引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。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。 

 この変更による当第３四半期連結累計期間の影響額は軽微であります。 
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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 12,172 11,300

受取手形及び売掛金 48,596 48,815

有価証券 180 195

商品及び製品 18,164 17,404

仕掛品 286 453

原材料及び貯蔵品 8,882 8,500

その他 2,179 2,766

貸倒引当金 △152 △233

流動資産合計 90,309 89,203

固定資産   

有形固定資産   

土地 22,125 22,052

その他（純額） 24,470 25,150

有形固定資産合計 46,596 47,202

無形固定資産 995 1,047

投資その他の資産   

投資有価証券 10,071 12,059

その他 12,075 11,160

貸倒引当金 △1,834 △2,000

投資その他の資産合計 20,311 21,220

固定資産合計 67,903 69,471

資産合計 158,213 158,674

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 36,476 33,174

短期借入金 31,409 30,044

1年内返済予定の長期借入金 6,494 4,732

1年内償還予定の社債 － 200

未払法人税等 210 1,274

賞与引当金 1,235 2,227

工場閉鎖損失引当金 983 －

その他 5,324 5,522

流動負債合計 82,134 77,176

固定負債   

長期借入金 18,789 20,372

退職給付引当金 10,924 11,770

役員退職慰労引当金 441 425

負ののれん 270 368
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（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) 

その他 698 336

固定負債合計 31,123 33,272

負債合計 113,258 110,448

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,039 10,039

資本剰余金 9,193 9,193

利益剰余金 27,445 28,508

自己株式 △82 △77

株主資本合計 46,596 47,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 136 619

繰延ヘッジ損益 △66 △35

為替換算調整勘定 △2,775 △1,498

評価・換算差額等合計 △2,705 △913

少数株主持分 1,064 1,474

純資産合計 44,954 48,225

負債純資産合計 158,213 158,674
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（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 128,920

売上原価 111,554

売上総利益 17,366

販売費及び一般管理費  

給料 4,394

賞与引当金繰入額 369

退職給付費用 523

運搬費 2,413

貸倒引当金繰入額 31

その他 5,610

販売費及び一般管理費合計 13,342

営業利益 4,023

営業外収益  

受取利息 43

受取配当金 217

負ののれん償却額 71

持分法による投資利益 59

保険配当金 207

その他 439

営業外収益合計 1,038

営業外費用  

支払利息 829

為替差損 737

その他 324

営業外費用合計 1,891

経常利益 3,170

特別利益  

固定資産売却益 120

その他 88

特別利益合計 209

特別損失  

たな卸資産評価損 807

投資有価証券評価損 1,553

工場閉鎖損失 983

その他 722

特別損失合計 4,067

税金等調整前四半期純損失（△） △687

法人税、住民税及び事業税 554

法人税等調整額 △1,164

法人税等合計 △609

少数株主利益 7

四半期純損失（△） △85
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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。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

化成品及び着色剤事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

  (1)ア ジ ア ・・・香港、タイ、中国、フィリピン、インドネシア 

  (2)その他の地域・・・米国、スペイン、イタリア他 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「定性的情報・財務諸表等」４．その他(3)②に記載の通り、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、営業利益が「日本」で76百万円減少しております。 

（５）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。 

 
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他の地域 
（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 
97,977 27,370 3,573 128,920 － 128,920 

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

3,002 239 974 4,215 (4,215) － 

計 100,979 27,609 4,547 133,136 (4,215) 128,920 

営業利益 

（△損失） 
3,133 1,159 △269 4,023 － 4,023 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 136,209 

Ⅱ 売上原価 115,016 

売上総利益 21,192 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,573 

営業利益 7,618 

Ⅳ 営業外収益 1,119 

１．受取利息及び配当金 257 

２．その他 861 

Ⅴ 営業外費用 1,139 

１．支払利息 808 

２．その他 330 

経常利益 7,598 

Ⅵ 特別利益 930 

Ⅶ 特別損失 969 

税金等調整前四半期純利益 7,559 

税金費用 3,573 

少数株主利益 200 

四半期純利益 3,785 
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