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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 146,362 ― 9,002 ― 8,306 ― 4,146 ―
20年3月期第3四半期 143,920 10.7 12,549 △3.2 12,307 △6.2 7,351 △5.2

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 40.15 ―
20年3月期第3四半期 71.16 71.09

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 213,654 121,255 55.1 1,138.90
20年3月期 212,511 122,026 56.1 1,153.97

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  117,641百万円 20年3月期  119,287百万円

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   

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年3月期 ― 11.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 9.00 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  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 175,000 △8.8 7,000 △56.8 6,000 △60.5 1,000 △88.6 9.68

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  

(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)本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく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3四半期  103,651,442株 20年3月期  103,651,442株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  357,257株 20年3月期  280,043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  103,295,633株 20年3月期第3四半期  103,313,513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(平成20年４月１日から同年12月31日)のわが国の経済は、米国の金融危

機を契機とした世界的な景気後退に伴い、輸出・生産の大幅な減少に加え、円高の影響などで企業収

益は低下し、雇用情勢も悪化するなど、景気は当第３四半期に入り急激に悪化しました。 

 このような状況のなか、当社グループは、原材料高、円高に対応した製品の価格改定や在庫の圧

縮、コスト削減などに取り組み収益改善に努めてまいりましたが、当社グループ事業の主要対象分野

である自動車、IT・デジタル家電を中心に需要の急速な落ち込みの影響を大きく受けました。 

 当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は1,463億62百万円（前年同期比1.7％

増）、営業利益は90億２百万円（同28.3％減）、経常利益は83億６百万円（同32.5％減）、四半期純

利益は41億46百万円（同43.6％減）となりました。 

  

（１） 化学品関連事業 

当事業の売上高は973億78百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益は74億34百万円（同33.1％減）

となりました。 

①情報・電子化学品  

微細加工向けの回路形成エッチング薬液は、当第３四半期に入り急速に需要減少したものの、売

上は前年同期を上回りました。半導体関連材料、液晶パネル向け材料は市況の急激な悪化及び顧

客の生産・在庫調整などから売上、利益とも大きく減少しました。その結果、情報・電子化学品

全体では前年同期に比べ、大幅な減収減益となりました。 

②機能化学品 

難燃剤や高機能活性剤、潤滑油剤などの売上は、第２四半期までは堅調に推移しましたが、昨年

11月以降の急速な需要減少と円高の影響から機能化学品全体では減収減益となりました。 

③基礎化学品 

プロピレングリコール類などの基礎化学品は、顧客の需要減少や生産調整に原材料高に対する価

格改定の遅れが加わり減収減益となりました。 

  

（２） 食品関連事業 

当事業の売上高は428億38百万円（前年同期比14.3％増）、営業利益は８億77百万円(同3.0%減)と

なりました。 

製パン、製菓をはじめ食品市場全般の需要が低迷するなか、バター不足のニーズに対応した新製品

などの伸長により増収となり、利益面では品種統合や生産・物流効率の改善などのコスト削減の強化

を図ったものの、低価格志向の影響を強く受け増収減益となりました。 

  

（３） その他エンジニアリング・物流関連事業 

当事業の売上高は61億44百万円（前年同期比25.9％増）、営業利益は６億27百万円（同31.7％増）

となりました。 

  

 ※定性的情報における前年同期比の増減率につきましては、前年同期の連結損益計算書と作成基準が

異なるため参考として記載しております。   
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 （１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11億43百万円増加し、2,136億54百万円と

なりました。また、純資産は、評価・換算差額等（その他有価証券評価差額金及び為替換算調整

勘定）の悪化に伴い、７億70百万円減少し、1,212億55百万円となりました。 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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。）の残高は、

前連結会計年度末の資金残高に比べ10億38百万円減少し、150億24百万円となりました。各キャッ

シュ・フローの状況とそれらの要因は、以下の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は33億41百万円となりました。 

 税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び仕入債務の増加などの資金増加が、売上債権の増

加、たな卸資産の増加及び法人税等の支払額などの資金減少を上回ったことが主な要因でありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は27億８百万円となりました。 

 投資有価証券の売却及び有価証券の償還による収入などを上回る、有形固定資産並びに無形固

定資産の取得が主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は12億69百万円となりました。 

 短期・長期借入金による収入を上回る配当金の支払額が主な要因であります。 

  

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 

急速に広がった世界同時不況に伴い、当社グループ事業の主要対象分野である自動車、IT・デジタ

ル家電を中心に大幅な需要減少が続くことが予想されますので、昨年11月7日に公表しました平成21

年3月期の通期連結業績予想を修正いたします。 

また、当期の期末配当金につきましては、通期業績予想を大幅に下方修正することに伴い、従来予

想から2円減額の1株につき9円に修正させていただきます。 

詳細につきましては、本日公表しました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。 

  

*上記の業績予想につきましては、現時点における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り予想数値とは異なる結果となる可能性があります。   
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該当事項はありません。 

  

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、加減算項目や税額控除項目のうち、僅少なものを省略

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。 

  

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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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、評価基準は、製品、仕掛品については、主と

して総平均法による低価法から総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）、原材料、貯蔵品については、主として移動平均法による低価法から移動平均法による原

価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。 

なお、これに伴う営業利益、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あ

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 

「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」（企業会計基準委

員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しておりま

す。 

なお、これに伴う営業利益、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：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 16,296 13,474

受取手形及び売掛金 47,600 43,778

有価証券 288 5,150

商品及び製品 18,045 15,331

仕掛品 6,737 4,705

原材料及び貯蔵品 13,942 11,722

その他 6,015 6,607

貸倒引当金 △478 △468

流動資産合計 108,446 100,301

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 24,202 24,975

その他（純額） 48,107 48,491

有形固定資産合計 72,309 73,467

無形固定資産 2,531 1,271

投資その他の資産   

投資有価証券 23,645 32,594

その他 6,721 4,877

投資その他の資産合計 30,367 37,471

固定資産合計 105,208 112,209

資産合計 213,654 212,511
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 41,208 34,432

短期借入金 15,673 15,014

未払法人税等 785 3,563

賞与引当金 983 2,021

その他 10,510 9,648

流動負債合計 69,161 64,680

固定負債   

長期借入金 7,063 9,709

退職給付引当金 8,751 8,620

役員退職慰労引当金 160 485

その他 7,262 6,988

固定負債合計 23,237 25,805

負債合計 92,399 90,485

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,899 22,899

資本剰余金 19,925 19,925

利益剰余金 71,951 70,149

自己株式 △220 △176

株主資本合計 114,556 112,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 119 2,485

土地再評価差額金 3,333 3,333

為替換算調整勘定 △367 669

評価・換算差額等合計 3,085 6,488

少数株主持分 3,614 2,738

純資産合計 121,255 122,026

負債純資産合計 213,654 212,511
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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 146,362

売上原価 117,498

売上総利益 28,863

販売費及び一般管理費 19,861

営業利益 9,002

営業外収益  

受取利息 109

受取配当金 371

その他 368

営業外収益合計 850

営業外費用  

支払利息 438

為替差損 586

持分法による投資損失 260

その他 260

営業外費用合計 1,545

経常利益 8,306

特別利益  

投資有価証券売却益 319

特別利益合計 319

特別損失  

有形固定資産除却損 320

投資有価証券評価損 585

関係会社株式売却損 29

その他の投資評価損 10

減損損失 334

債務保証履行損失 80

特別損失合計 1,360

税金等調整前四半期純利益 7,266

法人税、住民税及び事業税 2,193

法人税等調整額 473

法人税等合計 2,666

少数株主利益 452

四半期純利益 4,146
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 45,961

売上原価 36,557

売上総利益 9,404

販売費及び一般管理費 6,745

営業利益 2,658

営業外収益  

受取利息 33

受取配当金 111

その他 84

営業外収益合計 229

営業外費用  

支払利息 150

為替差損 274

持分法による投資損失 186

その他 184

営業外費用合計 794

経常利益 2,092

特別利益  

投資有価証券売却益 319

特別利益合計 319

特別損失  

有形固定資産除却損 64

投資有価証券評価損 408

その他の投資評価損 1

特別損失合計 473

税金等調整前四半期純利益 1,938

法人税、住民税及び事業税 258

法人税等調整額 373

法人税等合計 632

少数株主利益 262

四半期純利益 1,043
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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 7,266

減価償却費 5,688

減損損失 334

投資有価証券評価損益（△は益） 585

有形固定資産除却損 320

受取利息及び受取配当金 △481

支払利息 438

為替差損益（△は益） 237

売上債権の増減額（△は増加） △4,560

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,546

仕入債務の増減額（△は減少） 7,766

その他 △2,048

小計 8,000

利息及び配当金の受取額 654

利息の支払額 △411

債務保証履行による支出額 △80

法人税等の支払額 △4,822

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,341

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 2,081

有形固定資産の取得による支出 △5,930

無形固定資産の取得による支出 △1,193

投資有価証券の取得による支出 △609

投資有価証券の売却による収入 3,602

その他 △658

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,708

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） 882

長期借入れによる収入 403

長期借入金の返済による支出 △650

配当金の支払額 △2,268

その他 363

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,269

現金及び現金同等物に係る換算差額 △546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,183

現金及び現金同等物の期首残高 16,063

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 144

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,024
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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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報  

ａ．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） 

（注）ⅰ．事業区分は取扱い製品の種類・性質によっています。 

ⅱ．各事業区分の主要製品 

  

  

化学品 

関 連 

（百万円） 

食 品 

関 連 

（百万円） 

その他 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は全社

(百万円) 

連結 

（百万円）

Ⅰ売上高             

 (1)外部顧客に対する売上高  97,378  42,838  6,144  146,362 －  146,362

 (2)セグメント間の内部売上高             

  又は振替高  179  52  8,001  8,233  (8,233) － 

計  97,557  42,891  14,146  154,595  (8,233)  146,362

営業利益  7,434  877  627  8,939  63  9,002

事業区分 主  要  製  品 

化学品 

関連事業 

情報・電子化

学品 

画像材料、光記録材料、光硬化樹脂、高純度半導体材料、電子基板エッチン

グシステム及び薬剤、その他 

機能化学品 

ポリオレフィン用添加剤、塩ビ用添加剤、難燃剤、エポキシ樹脂、ポリウレ

タン原料、水系樹脂、水膨張性シール材、界面活性剤、潤滑油添加剤、厨房

用洗浄剤、その他 

基礎化学品 
か性ソーダ、珪酸誘導品、工業用油脂誘導品、プロピレングリコール、過酸

化水素及び誘導品、その他 

食品関連事業 

マーガリン類、ショートニング、チョコレート用油脂、フライ・調理用油

脂、ホイップクリーム、濃縮乳タイプクリーム、フィリング、冷凍パイ生

地、マヨネーズ・ドレッシング、レトルト調理食品、その他 

その他の事業 
設備プラントの設計、工事及び工事管理、設備メンテナンス、物流業、倉庫

業、車輌等リース、不動産業、保険代理業、その他 
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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います。 

     ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

       アジア・・・韓国、台湾、シンガポール、中国、タイ 

       その他・・・米国、ドイツ、フランス 

  

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います。 

     ２．本邦以外に属する国又は地域の主な内訳 

       アジア・・・韓国、台湾、中国、シンガポール等 

       その他・・・米国、欧州等 

     ３．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す。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他 

（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  119,570  17,943  8,848  146,362  －  146,362

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 6,971  6,479  55  13,506  (13,506)  －

計  126,541  24,422  8,904  159,868  (13,506)  146,362

営業利益  7,239  1,060  349  8,650  352  9,002

ｃ．海外売上高  

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  22,979  10,825  33,804

Ⅱ 連結売上高（百万円） － －  146,362

Ⅲ 連結売上高に占める 

     海外売上高の割合（％） 
 15.7  7.4  23.1

（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 

（１）（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）  

  

  

  前年同四半期 

 科目 （平成20年３月期第３四半期） 

  金額（百万円） 

Ⅰ 売上高       143,920   

Ⅱ 売上原価       111,340   

  売上総利益    32,579   

Ⅲ 販売費及び一般管理費    20,030   

  営業利益       12,549   

Ⅳ 営業外収益          878     

Ⅴ 営業外費用          1,120     

  経常利益           12,307   

Ⅵ 特別利益           248     

Ⅶ 特別損失           515     

  税金等調整前四半期純利益    12,040   

  税金費用    4,536   

  少数株主利益       152   

  四半期純利益       7,351   
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

（２）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  
化学品 
関 連 

（百万円） 

食 品 
関 連 

（百万円） 

その他 
（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  101,547  37,492  4,880  143,920  －  143,920

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 176  40  8,332  8,548  (8,548)  －

計  101,723  37,533  13,212  152,468  (8,548)  143,920

営業利益  11,112  904  476  12,492  57  12,549
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