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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 24,259 ― 1,802 ― 1,533 ― 1,015 ―
20年3月期第3四半期 22,870 15.2 2,696 18.2 2,503 12.0 1,555 21.7

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3四半期 161.15 ―
20年3月期第3四半期 246.88 ―

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 41,430 15,898 38.4 2,522.83
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3四半期  15,897百万円 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 30,000 △2.7 750 △75.7 550 △79.5 200 △88.6 31.73

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12月26日に公表いたしました連結業績予想につきまして、変更はございません。 
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3四半期  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3四半期  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3四半期  6,301,443株 20年3月期第3四半期  6,301,489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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、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危

機が実体経済に影響し、急激に厳しい状況に直面しました。

  このような事業環境のもと、当社グループは、海外拠点の増資や国内子会社の新設といった将来の事業展開に向

けた活動に加え、半導体業界の低迷および世界的な需要不振に対して生産調整を行うなど、厳しい状況への対応に

努めました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、当第２四半期連結会計期間に株式会社エックスワンを買収し

て子会社としたこともあって24,259,518千円（前年同期比1,389,230千円増）となりました。しかし、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

増加したことに加え、京都事業所において生産調整を行ったため、1,802,067千円(同894,187千円減）となりました。

経常利益は、1,533,666千円（同969,760千円減）となり、四半期純利益は1,015,496千円（同540,272千円減）とな

りました。

　なお、前第３四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15,220,356千円（前年同期比2,201,897千円増）、

営業利益は1,020,391千円（同215,346千円増）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ことに加え、平成20年７月に株式

会社エックスワンを買収して子会社としたことも影響し、増収となりました。利益面についても、上半期における

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。

（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8,936,508千円（前年同期比773,834

千円減）、営業利益は1,598,676千円（同1,092,684千円減）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、電子材料事業については、半導体業界の低迷の影響を受けて業績

が悪化しました。機能性化学品事業については、世界的な需要不振の影響で欧米地域に対する輸出販売が大幅に減

少しました。

　利益面に関しては、売上の減少、原料価格の高騰、前連結会計年度において完成した京都第二工場における新規

製造設備の償却費およびリース料負担の増加に加え、京都事業所において生産調整を行ったため、営業利益は大幅

に減少しました。

（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102,654千円（前年同期比38,832千円減）、営業損失は477千

円（前年同期は13,516千円の営業利益）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20,458,944千円（前年同期比1,303,689千円増）、営業利益は2,408,934千円（同

681,711千円減）となりました。

　ライフサイエンス事業は売上が増加しましたが、電子材料および機能性化学品事業の売上が減少しました。利

益面では、電子材料および機能性化学品事業の減益が大幅だったため、セグメント全般においても減益となりま

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。
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  外部顧客に対する売上高は1,291,631千円（前年同期比186,794千円増）、営業利益は74,675千円（同166,263千

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が大きく、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。

（アメリカ）

　外部顧客に対する売上高は2,508,942千円（前年同期比101,253千円減）、営業利益は87,804千円（同41,064千

円減）となりました。

　売上高は現地通貨ベースでは増収となったものの、前年同期と比べて円高傾向にある為替相場の影響を受けた

ため、減収となりました。利益面についても、同様に為替相場の影響を受けたことに加え、上半期において原料

価格が上昇したため、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３四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、1,818,208千円増加し、41,430,154千円とな

りました。これは主に、製商品や原材料などのたな卸資産の増加、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、1,426,955千円増加し、25,531,756千円となりました。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、391,252千円増加し、15,898,398千円となりました。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、法人税等の支払、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126,558千円減少し、3,173,952千円となりました。

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危機が引き続き世界中

の実体経済に影響し、当面は世界規模で景気後退が加速していく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、当社が事業展開している半導体業界の低迷に歯止めがかからない状況であります。

  売上につきましては、半導体業界の低迷に加えて世界的な需要不振が追い打ちをかけ、当社グループの各事業の

輸出販売につきましても悪化が見込まれます。利益面につきましても同様であり、売上の減少に対して生産調整を

行うため、利益の悪化が予想されます。

　以上を踏まえ、平成20年12月26日付にて平成21年３月期の業績予想を以下のように修正しました。

 

【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） 35,000 2,700 2,500 1,500 238.04

今回修正予想（Ｂ） 30,000 750 550 200 31.73

増減額（Ｂ－Ａ） △5,000 △1,950 △1,950 △1,300 －

増減率（％） △14.3 △72.2 △78.0 △86.7 －

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）

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しています。

　また、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３四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３四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３四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３四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 3,173,952 3,300,511

受取手形及び売掛金 8,229,610 8,511,197

商品 2,980,374 2,438,928

製品 4,119,920 2,864,378

原材料 1,170,681 891,114

仕掛品 370,226 446,763

貯蔵品 258,395 173,360

繰延税金資産 426,597 379,287

その他 493,371 573,976

貸倒引当金 △16,418 △10,753

流動資産合計 21,206,713 19,568,766

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,194,407 7,704,095

機械装置及び運搬具（純額） 4,008,091 4,685,755

土地 2,506,907 2,517,141

建設仮勘定 1,453,341 453,023

その他（純額） 585,567 661,452

有形固定資産合計 15,748,315 16,021,468

無形固定資産   

のれん 663,413 210,216

その他 432,102 307,496

無形固定資産合計 1,095,516 517,712

投資その他の資産   

投資有価証券 634,075 724,595

長期前払費用 1,365,786 1,582,926

繰延税金資産 799,555 657,357

その他 589,733 544,324

貸倒引当金 △9,541 △5,204

投資その他の資産合計 3,379,609 3,503,998

固定資産合計 20,223,441 20,043,179

資産合計 41,430,154 39,611,945
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（単位：千円）

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 2,372,738 2,606,068

短期借入金 4,641,901 4,598,249

未払金 1,079,416 1,765,789

未払法人税等 96,588 649,316

賞与引当金 159,601 280,125

役員賞与引当金 37,500 50,000

その他 869,075 371,283

流動負債合計 9,256,822 10,320,833

固定負債   

長期借入金 14,147,950 11,765,750

退職給付引当金 913,027 894,627

役員退職慰労引当金 1,175,153 1,111,382

その他 38,803 12,206

固定負債合計 16,274,933 13,783,966

負債合計 25,531,756 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 13,223,430 12,396,978

自己株式 △2,026 △1,932

株主資本合計 16,068,813 15,242,455

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 188,328 231,928

為替換算調整勘定 △359,667 32,760

評価・換算差額等合計 △171,338 264,689

少数株主持分 923 －

純資産合計 15,898,398 15,507,145

負債純資産合計 41,430,154 39,611,945
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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：千円）

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 24,259,518

売上原価 16,795,681

売上総利益 7,463,837

販売費及び一般管理費 5,661,769

営業利益 1,802,067

営業外収益  

受取利息 16,722

受取配当金 15,324

持分法による投資利益 10,713

受取保険金 43,014

その他 29,994

営業外収益合計 115,769

営業外費用  

支払利息 194,509

為替差損 159,731

その他 29,928

営業外費用合計 384,170

経常利益 1,533,666

特別利益  

投資有価証券売却益 0

補助金収入 14,100

固定資産税還付金 60,161

特別利益合計 74,262

特別損失  

固定資産売却損 7,771

固定資産除却損 59,995

投資有価証券評価損 13,240

貸倒引当金繰入額 650

特別損失合計 81,657

税金等調整前四半期純利益 1,526,270

法人税、住民税及び事業税 620,145

法人税等調整額 △108,294

法人税等合計 511,851

少数株主損失（△） △1,076

四半期純利益 1,015,496
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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 1,526,270

減価償却費 1,782,061

のれん償却額 67,106

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,056

賞与引当金の増減額（△は減少） △120,523

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,430

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,399

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 63,771

受取利息及び受取配当金 △32,046

支払利息 194,509

為替差損益（△は益） 158,280

持分法による投資損益（△は益） △10,713

有形固定資産売却損益（△は益） 7,771

有形固定資産除却損 59,995

投資有価証券評価損益（△は益） 13,240

売上債権の増減額（△は増加） 299,308

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,943,547

未収入金の増減額（△は増加） △42,760

仕入債務の増減額（△は減少） △230,844

未払費用の増減額（△は減少） 52,777

未収消費税等の増減額（△は増加） 110,414

未払消費税等の増減額（△は減少） 82,586

その他 △297,747

小計 1,755,937

利息及び配当金の受取額 32,046

利息の支払額 △162,477

法人税等の支払額 △1,145,353

営業活動によるキャッシュ・フロー 480,153

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 △1,927,654

有形固定資産の売却による収入 235

無形固定資産の取得による支出 △137,215

投資有価証券の取得による支出 △3,721

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 14,752

その他 △5,404

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,715,288

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） △360,000

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 △1,913,720

自己株式の取得による支出 △94

配当金の支払額 △189,043

少数株主からの払込みによる収入 2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,239,141

現金及び現金同等物に係る換算差額 △130,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,558

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 3,173,952
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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）

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 15,220,356 8,936,508 102,654 24,259,518 － 24,259,518

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 39,682 39,682 (39,682) －

計 15,220,356 8,936,508 142,337 24,299,201 (39,682) 24,259,518

営業利益 1,020,391 1,598,676 △477 2,618,590 (816,523) 1,802,067

　 （注）当第３四半期連結会計期間において、青島扶桑第二精製加工有限公司の社名を扶桑化学（青島）有限公司に変更

し、増資を行いました。これに伴い、当公司の事業の種類別セグメントを「ライフサイエンス事業」から「電子材

料および機能性化学品事業」に変更しました。

〔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）

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 20,458,944 1,291,631 2,508,942 24,259,518 － 24,259,518

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
387,239 3,374,808 220,552 3,982,600 (3,982,600) －

計 20,846,184 4,666,440 2,729,494 28,242,119 (3,982,600) 24,259,518

営業利益 2,408,934 74,675 87,804 2,751,414 (769,347) 1,802,067

　 （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）

ヨーロッパ 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 954,067 4,176,549 2,606,450 127,966 7,865,033

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 24,259,518

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
3.9 17.2 10.7 0.5 32.4

　

（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等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第３四半期

（自　平成19年４月１日

    至  平成19年12月31日）

　金額（千円）

Ⅰ　売上高 22,870,288  

Ⅱ　売上原価 14,986,243  

売上総利益 7,884,044  

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,187,790  

営業利益 2,696,254  

Ⅳ　営業外収益 56,371  

  受取利息 21,562  

  受取配当金 14,473  

  その他 20,335  

Ⅴ　営業外費用 249,199  

  支払利息 184,179  

  為替差損 45,719  

  持分法による投資損失 9,544  

  その他 9,755  

経常利益 2,503,426  

Ⅵ　特別利益 10,587  

  固定資産売却益 10,528  

  貸倒引当金戻入益 58  

Ⅶ　特別損失 61,162  

  固定資産売却損 2,280  

  固定資産除却損 46,821  

  投資有価証券評価損 12,060  

    税金等調整前四半期純利益 2,452,851  

    税金費用 897,082  

    四半期純利益 1,555,769  
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

前第３四半期

（自　平成19年４月１日

    至  平成19年12月31日）

区分　 金額（千円）　

 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 2,452,851

減価償却費 1,548,493

売上債権の増減額 △1,102,730

たな卸資産の増減額 △619,464

仕入債務の増減額 328,616

その他 415,835

         小計 3,023,600

法人税等の支払額 △1,213,663

その他 △157,627

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,652,308

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 △3,134,474

その他 3,138,922

  投資活動によるキャッシュ・フロー 4,447

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 △495,581

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 △5,463,750

自己株式の取得による支出 △649

配当金の支払額 △315,076

  財務活動によるキャッシュ・フロー △275,056

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,975

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 1,383,674

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四半期期末残高 4,359,667
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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〕

前第３四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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 13,018,458 9,710,342 141,487 22,870,288 - 22,870,288

  (2）セグメント間の内部売上

  高又は振替高
65            - 120,190 120,256 (120,256)　         -

計 13,018,524 9,710,342 261,677 22,990,544 (120,256) 22,870,288

  営業利益 805,045 2,691,360 13,516 3,509,922 (813,668) 2,696,254

 

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

日本
（千円）

中国
（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 19,155,254 1,104,837 2,610,196 22,870,288 　         - 22,870,288

  (2）セグメント間の内部売上

  高又は振替高
653,972 3,161,034 350,426 4,165,432 (4,165,432)　         -

計 19,809,226 4,265,872 2,960,622 27,035,721 (4,165,432) 22,870,288

  営業利益 3,090,645 240,939 128,868 3,460,453 (764,199) 2,696,254

 

扶桑化学工業株式会社 (4368)　平成21年３月期 第３四半期短信

－ 13 －




