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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 14,463 ― 43 ― 135 ― 48 ―

20年3月期第3四半期 14,633 9.3 608 171.8 629 135.1 429 85.0

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 1.26 ―

20年3月期第3四半期 10.82 ―

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 20,459 13,145 64.3 339.16
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3四半期  13,145百万円 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  有  

当期末の配当予想額につきましては、未定であります。  

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
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ―――　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未定　　　　　　　　　　　　　　　未定

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 17,700 △11.7 △50 ― 60 △92.0 △20 ― △0.52

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）  有  

平成20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（当社の連結子会社）を吸収合併しております。  

(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3四半期  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3四半期  2,450,368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3四半期  38,784,849株 20年3月期第3四半期  39,687,695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当社を取り巻く状況は、秋口を境に様変わりの様相を呈しまし

た。即ち、前半においては急激な原燃料価格高騰への対応、後半においては実体経済の急速な悪化に

よる大幅かつ急激な需要の減少に加え、急落する原燃料価格に伴う価格対応を迫られるという誠に厳

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、収益を確保すべく適正価格の維持に取り組む

と共に、更なるコスト削減や新規製品の拡販に努力した結果、第 2四半期までは期首の計画通りの業

績を確保いたしておりましたが、秋以降、当社グループの業績も日を追うごとに悪化の一途を辿りま

した。 

当第 3四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は需要の急速な減退に伴う販売数量の落ち込みに

より、14,463 百万円（前年同期比 169 百万円減収・1.2％減）となりました。 

利益面につきましても、販売数量の落ち込みに対応した減産による固定費負担の増加、原料価格の

急激な下落による巨額の受払い差額の計上、更には前年度からの設備投資増加に伴う償却費負担の増

加により、営業利益は 43 百万円（前年同期比 564 百万円減益・92.8％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 135 百万円（前年同期比 493 百万円減益・78.4％減）

となりました。また、当四半期末において税効果会計基準を厳格に適用し、過年度に計上した繰延税

金資産の一部を取り崩したことにより税金費用（法人税等調整額）が増加した結果、四半期純利益は、

48 百万円（前年同期比 380 百万円減益・88.6％減）となり、いずれの利益段階においても大幅な減益

を余儀なくされました。 

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少の影響により、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したことより増収となりました。 

その他の有機酸につきましては、コハク酸は生分解性樹脂向けの販売数量増加もあり増収となり、

リンゴ酸は増収となりました。フマル酸は、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、販売数量の減少により減収となりました。 

マキシモール®は、硬質ポリウレタンフォーム向け販売数量の増加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、前年同期並の売上となりました。アントラキノンは、販売数量が大幅

に減少し減収となりました。これまで堅調であったナフトキノンは、販売数量の減少により減収とな

りました。農薬原体アセキノシル及び脱硫触媒ＮＱＳ®は増収となりました。 

 

以上の結果、化学品事業全体としての売上高は 14,212 百万円（前年同期比 56 百万円減収・0.4％

減）、営業利益は 26 百万円（前年同期比 549 百万円減益・95.4％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 251 百万円（前

年同期比 113 百万円減収・31.1％減）、営業利益は 5百万円（前年同期比 41 百万円減益・88.4％減）

となりました。 
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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における総資産は、20,459 百万円となり前連結会計年度末に比べ

1,724 百万円減少いたしました。 

流動資産は、主に、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

1,652 百万円減少し、8,357 百万円となりました。 

固定資産は、主に、有形固定資産の設備投資による増加があったものの、保有株式の時価評価の減

少に伴い投資有価証券が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ 72 百万円減少し、12,101 百

万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、7,314 百万円となり前連結会計年度末に比べ

1,443 百万円減少いたしました。 

流動負債は、主に、前連結会計年度に実施した一斉定期修理工事に伴う影響で買掛金が減少したこ

とにより、前連結会計年度末に比べ 1,278 百万円減少し、3,691 百万円となりました。 

固定負債は、主に、保有株式の時価評価の減少に伴う繰延税金負債の減少により、前連結会計年度

末に比べ 164 百万円減少し、3,623 百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、13,145 百万円となり前連結会計年度末に比べ 281

百万円減少いたしました。 

株主資本は、主に、配当金の支払いにより、前連結会計年度末に比べ 154 百万円減少し、9,345 百

万円となりました。 

評価・換算差額等は、保有株式の時価評価の減少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 127 百万円減少し、3,800 百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、第 3 四半期以降の急激な実体経済の悪化を受け、本年 1 月 20 日に

公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の通り、通期業績予想数値（連結・個別）の

下方修正を行っておりますが、前述の通り当第 3 四半期末において税効果会計基準を厳格に適用し、

過年度に計上した繰延税金資産の一部を取り崩した結果、税金費用（法人税等調整額）が増加したこ

とから、連結業績予想数値を下表の通り下方修正いたします。 

単位：百万円 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 17,700 △50 60 70 

今回修正予想 17,700 △50 60 △20 

増 減 額 0 0 0 △90 

 

（参考）通期個別業績予想 

単位：百万円 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 17,200 △60 100 150 

今回修正予想 17,200 △60 100 60 

増 減 額 0 0 0 △90 

 
また、上記の通り大幅な収益悪化が見込まれることから、当期末の配当予想につきましては、現時

点では未定とさせていただき、当期の通期実績及び来年度の業績見通し、並びに内部留保を勘案した

上で、別途、ご提案させていただきたいと存じます。 

 

詳しくは、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」及び「平成 21 年 3 月期 配当予想の

修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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平成20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（当社の連結子会社）を吸収合併し
ております。 

  

① 簡便な会計処理 

ⅰ 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。  

  

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３四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170百万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３四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26百万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 278 388

受取手形及び売掛金 5,344 5,594

商品 46 46

製品 1,421 1,485

原材料 298 396

仕掛品 210 192

貯蔵品 40 52

短期貸付金 453 1,578

その他 263 275

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 8,357 10,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 920 886

機械装置及び運搬具（純額） 1,839 2,107

土地 8,084 8,084

その他（純額） 692 301

有形固定資産合計 11,537 11,380

無形固定資産 13 16

投資その他の資産 550 777

固定資産合計 12,101 12,174

資産合計 20,459 22,184

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,028 3,772

短期借入金 100 100

未払法人税等 20 42

賞与引当金 82 194

役員賞与引当金 － 9

修繕引当金 55 80

その他 1,405 770

流動負債合計 3,691 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 63 150

退職給付引当金 944 1,013

役員退職慰労引当金 60 68

固定負債合計 3,623 3,787

負債合計 7,314 8,757
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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) 

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 909 1,054

自己株式 △396 △387

株主資本合計 9,345 9,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 91 219

土地再評価差額金 3,708 3,708

評価・換算差額等合計 3,800 3,927

純資産合計 13,145 13,427

負債純資産合計 20,459 22,184
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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 14,463

売上原価 12,858

売上総利益 1,605

販売費及び一般管理費 1,561

営業利益 43

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 21

業務受託料 45

固定資産賃貸料 39

その他 13

営業外収益合計 125

営業外費用  

支払利息 1

固定資産処分損 10

固定資産除却損 7

関係会社厚生年金基金脱退損失 6

土壌調査費 5

その他 3

営業外費用合計 33

経常利益 135

税金等調整前四半期純利益 135

法人税、住民税及び事業税 8

過年度法人税等戻入額 △12

法人税等調整額 91

法人税等合計 87

四半期純利益 48
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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 3,929

売上原価 3,702

売上総利益 226

販売費及び一般管理費 505

営業利益 △278

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 8

業務受託料 13

固定資産賃貸料 12

その他 2

営業外収益合計 38

営業外費用  

支払利息 0

固定資産処分損 2

固定資産除却損 5

その他 0

営業外費用合計 9

経常利益 △248

税金等調整前四半期純利益 △248

法人税、住民税及び事業税 3

法人税等調整額 92

法人税等合計 96

四半期純利益 △345
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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 135

減価償却費 607

賞与引当金の増減額（△は減少） △111

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） △25

退職給付引当金の増減額（△は減少） △68

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8

受取利息及び受取配当金 △26

支払利息 1

有形固定資産除却損 7

売上債権の増減額（△は増加） 249

たな卸資産の増減額（△は増加） 153

その他の流動資産の増減額（△は増加） △67

仕入債務の増減額（△は減少） △1,744

その他の流動負債の増減額（△は減少） 390

その他 4

小計 △512

利息及び配当金の受取額 26

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 △500

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 △531

長期前払費用の取得による支出 △2

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △532

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 △9

配当金の支払額 △192

財務活動によるキャッシュ・フロー △201

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） △1,234

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 732
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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 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３四半期連結累計

期間の化学品事業の営業費用は170百万円増加し、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３四半期連結累計期間の化学品事業の営業費用は26百万円減少し、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) 

    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
14,212 251 14,463 ― 14,463

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
─ 503 503 (503) ―

計 14,212 754 14,967 (503) 14,463

営業利益 26 5 32 11 43
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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) 

  

   
(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) 1,281 288 323 28 1,921

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 14,463

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

8.9 2.0 2.2 0.2 13.3

(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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（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

「参考資料」

科  目

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）

金額(百万円）

Ⅰ 売上高 14,633  

Ⅱ 売上原価 12,498  

  売上総利益 2,135  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,526  

  営業利益 608  

Ⅳ 営業外収益 88  

Ⅴ 営業外費用 67  

  経常利益 629  

Ⅵ 特別損失 172  

  税金等調整前四半期純利益 456  

  税金費用 26  

  四半期純利益 429  

6. その他の情報

（重要な後発事象）
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