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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 27,376 ― 98 ― 78 ― △148 ―
20年12月期第1四半期 42,165 6.9 670 3.9 522 △13.6 293 △28.7

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12月期第1四半期 △1.33 ―
20年12月期第1四半期 2.64 ―

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12月期第1四半期 56,353 13,820 24.5 124.07
20年12月期 66,527 14,398 21.6 129.25

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  13,820百万円 20年12月期  14,398百万円

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12月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
1.50 ― 1.50 3.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

62,445 ― 510 ― 410 ― 162 ― 1.45

通期 130,000 △23.4 1,200 △33.2 930 △25.6 470 △25.6 4.22
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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）  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４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他（２）」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（３）」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 
 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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきまし
ては、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
 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。なお、四半期連結財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号た
だし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 112,714,687株 20年12月期  112,714,687株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  1,317,971株 20年12月期  1,315,912株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 111,397,402株 20年12月期第1四半期 111,436,524株
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当第１四半期におけるわが国経済は、定額給付金の交付や高速道路料金の引き下げ等の政策効果で消費者心理

がやや持ち直し、景気悪化のテンポがより緩やかになってきていると言われるものの、世界経済の急減速の影響

はきわめて深刻であり厳しい状況の中で推移しました。 

このような情勢の中で、当社グループは、このような厳しい経営環境こそいかなる不況にも耐えうる企業体質

の再構築を図る絶好の機会であると捉え、「着実な成長と発展」を標榜した中期経営計画の完遂に向け施策を実

行してまいりました。 

【化学品事業】 

化学品部門につきましては、化学品関連は、電子材料を中心として中国向け商材の一部に回復基調の兆しは

あるものの、主力の酢酸エチルやエマルジョン及び硫酸等の製品の国内の需要回復は見られず、減収・減益と

なりました。 

肥料農材関連は、食の安全への高まりとともに主力の有機配合肥料への回帰は見られるものの、厳しい農業

環境下、低調裡に推移しました。 

【合成樹脂事業】 

合成樹脂部門につきましては、市況の若干の回復も見られ各社の製品在庫調整も進行しつつあるものの、依

然として厳しい市場環境下にあり、減収・減益となりました。 

【金属事業】 

金属部門につきましては、軽金属関連は、海外取引の拡大を推進してまいりましたが、主力の市場であるＩ

Ｔ及び自動車産業の需要回復は見られず、減収・減益となりました。 

無機材料関連は、主力の耐火材やアルミナなどが鉄鋼業界やＩＴ関連産業の需要低迷と在庫調整の影響を受

け、減収・減益となりました。 

【生活環境事業】 

生活環境部門につきましては、住宅建材関連は、外壁（ラムダ）や土木材をはじめとする多くの商材が公共

事業削減や不動産業界の不況の影響を受け、減収・減益になりました。 

食品関連は、食の安全や健康志向の高まりに支えられ、堅調に推移しました。 

不動産関連は、主力のマンション事業が不動産業界の深刻な不況の中にありましたものの、きめ細かい販売

努力の結果、増収・増益になりました。 

【情報電材その他事業】 

情報電材その他部門につきましては、エレクトロニクス関連は、主力の携帯電話やデジタル家電向け電子部

品をはじめとする多くのエレクトロニクス関連商材がＩＴ産業の需要低迷により、減収・減益となりました。 

       保険関連は、損害保険全般の商品が堅調に推移しました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

    当第１四半期連結会計期間末における総資産は、563億53百万円（前期末比15.3％減）となりました。これは

売上及びそれに伴う売上原価の減少により、「受取手形及び売掛金」及び「支払手形及び買掛金」が減少したこ

とが主因であります。 

    純資産は138億20百万円（前期末比4.0％減）となりました。これは、前期末株主配当を行ったことと株式時価

の下落により「その他有価証券評価差額金」が減少したことが主因であります。 

    この結果、自己資本比率は2.9ポイント上昇して24.5％になりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況  

     当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べて34億16百万円減少し、39億22百万円と

    なりました。  

     各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。  

     営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及びたな卸資産は増加しましたが、仕入債務の減少などによ

    り88億45百万円の減少となりました。 

     投資活動によるキャッシュ・フローは、預け金の減少、子会社株式の売却などにより16億92百万円の増加とな

    りました。 

     財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加、コマーシャルペーパー発行、配当金の支払などに

    より36億65百万円の増加となりました。  

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
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今後の見通しにつきましては、政府の追加景気対策等があるとは言え、米国の金融危機に端を発した世界的な

経済不況はきわめて深刻であり、回復までには長期間要すると予想されます。 

このような状況の中、2010年を目標達成年度にした中期経営計画の着実な実行により、新規事業の立ち上げや

海外取引の拡大を図るとともに、収益力の高い企業体質の構築に邁進していく所存です。 

なお、2009年２月９日の決算発表時に公表しました2009年12月期の業績予想に変更はございません。 

  

   該当事項はありません。 

  

棚卸資産の評価方法  

  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出につきましては、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出しております。 

  

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 

      当連結会計年度の第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）を適用しております。 

       これにより営業利益及び経常利益は９百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は175百万円減少しており

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。 

     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 

            当連結会計年度の第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）を適用しております。 

       これにより損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、賃貸借取引にかか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）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、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、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、通常

の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す。 

        これにより、損益に与える影響はありません。 

  

  （追加情報） 

     当社の機械装置等の耐用年数については、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見 

  直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

   これにより、損益に与える影響は軽微であります。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,936 7,372

受取手形及び売掛金 31,237 35,804

たな卸資産 7,688 7,618

その他 4,741 6,875

貸倒引当金 △328 △438

流動資産合計 47,275 57,232

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,934 1,997

機械装置及び運搬具（純額） 144 164

土地 3,770 3,817

その他（純額） 39 38

有形固定資産合計 5,888 6,018

無形固定資産   

のれん 12 13

その他 196 191

無形固定資産合計 208 204

投資その他の資産   

投資有価証券 1,720 1,820

長期貸付金 143 107

繰延税金資産 214 130

その他 1,098 1,209

貸倒引当金 △195 △197

投資その他の資産合計 2,981 3,071

固定資産合計 9,078 9,294

資産合計 56,353 66,527
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,458 38,723

短期借入金 8,224 3,870

未払法人税等 235 247

賞与引当金 339 160

その他 2,332 2,182

流動負債合計 35,590 45,183

固定負債   

社債 3,000 3,000

退職給付引当金 941 981

負ののれん 9 10

その他 2,991 2,953

固定負債合計 6,942 6,945

負債合計 42,532 52,129

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,021 8,021

資本剰余金 0 0

利益剰余金 6,262 6,679

自己株式 △216 △216

株主資本合計 14,067 14,485

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 283 410

繰延ヘッジ損益 △33 △0

土地再評価差額金 △489 △489

為替換算調整勘定 △8 △8

評価・換算差額等合計 △247 △87

少数株主持分 － －

純資産合計 13,820 14,398

負債純資産合計 56,353 66,527
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 27,376

売上原価 25,548

売上総利益 1,827

販売費及び一般管理費 1,729

営業利益 98

営業外収益  

受取利息 14

負ののれん償却額 2

持分法による投資利益 0

雑収入 92

その他 4

営業外収益合計 114

営業外費用  

支払利息 53

雑損失 82

営業外費用合計 135

経常利益 78

特別利益  

貸倒引当金戻入額 107

その他 2

特別利益合計 109

特別損失  

子会社株式売却損 118

たな卸資産評価損 184

その他 0

特別損失合計 303

税金等調整前四半期純損失（△） △115

法人税、住民税及び事業税 156

法人税等調整額 △122

法人税等合計 33

四半期純損失（△） △148
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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損失（△） △115

減価償却費 53

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △111

受取利息及び受取配当金 △19

支払利息 53

為替差損益（△は益） △48

子会社株式売却損益（△は益） 118

売上債権の増減額（△は増加） 4,575

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,202

仕入債務の増減額（△は減少） △14,215

前払費用の増減額（△は増加） △2

未払費用の増減額（△は減少） 22

前受金の増減額（△は減少） △5

預り金の増減額（△は減少） △585

その他 476

小計 △8,612

利息及び配当金の受取額 13

利息の支払額 △62

法人税等の支払額 △185

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,845

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △3

定期預金の払戻による収入 12

預け金の増減額（△は増加） 1,691

有形固定資産の取得による支出 △18

投資有価証券の取得による支出 △6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

49

貸付けによる支出 △40

貸付金の回収による収入 5

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,692

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） 2,888

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 1,000

自己株式の処分による収入 0

自己株式の取得による支出 0

配当金の支払額 △223

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,462

現金及び現金同等物の期首残高 7,338

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 15

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

31

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,922
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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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年 1月 1日 至 平成21年 3月31日) 

 （注）１ 事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、商品の種類、販売市場の類似性を考慮して行っております。 

２ 各事業区分の主要商品 

    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．（３）②に記載のとおり、当第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、営業利益が合成樹脂事業で５百万円、情報電材その他事業で３

百万円それぞれ増加しております。 

当第１四半期連結累計期間における全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％超のため、

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１四半期連結累計期間における海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略して

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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
化学品 
事業 

合成樹脂 
事業 

金属事業 
生活環境 
事業 

情報電材 
その他事業

計 
消去又は 
全社 

連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

Ⅰ 売上高及び 

営業損益 
                                               

売上高                                                

(1) 外部顧客に対 

する売上高 
 5,662  9,325  6,823  4,159  1,404  27,376  －  27,376

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 6  4  －  4  51  67 (67)  －

計  5,669  9,329  6,823  4,164  1,456  27,443 (67)  27,376

営業利益又は 

営業損失（△） 
 166     △69  25  127     △21  227 (128)  98

事業区分 主要商品 

化学品 有機・無機化学品、石油製品、肥料、精密機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、機械、保険、総合人材ビジネス等 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「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 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  42,165

Ⅱ 売上原価  39,682

売上総利益  2,483

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,812

営業利益  670

Ⅳ 営業外収益  39

  受取利息  17

  負ののれん償却額  2

  持分法による投資利益  0

  雑収入  11

  その他  6

Ⅴ 営業外費用  188

  支払利息  52

  為替差損  91

  雑損失  44

経常利益  522

Ⅵ 特別利益  86

  貸倒引当金戻入額  85

  その他  1

Ⅶ 特別損失  51

  投資有価証券評価損  41

  その他  10

税金等調整前四半期純利益  557

法人税、住民税及び事業税  259

法人税等調整額  3

四半期純利益  293
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  前第１四半期連結累計期間(自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 3月31日) 

  （注）１ 事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、商品の種類、販売市場の類似性を考慮して行っております。 

２ 各事業区分の主要商品 

          前第１四半期連結累計期間における全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％超のため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

          前第１四半期連結累計期間の海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しておりま

す。 

（２）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 

合成樹脂 
事業 

金属事業 
生活環境 
事業 

情報電材 
その他事業

計 
消去又は 
全社 

連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

Ⅰ 売上高及び 

営業損益 
                                               

売上高                                                

(1) 外部顧客に対 

する売上高 
 7,372  13,914  13,859  4,697  2,322  42,165  －  42,165

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 7  6  －  2  34  51 (51)  －

計  7,379  13,920  13,859  4,700  2,356  42,217 (51)  42,165

営業費用  7,126  13,731  13,616  4,593  2,317  41,385  109  41,495

営業利益  253  188  243  107  38  831 (160)  670

事業区分 主要商品 

化学品 有機・無機化学品、石油製品、肥料、精密機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、機械、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、保険、総合人材ビジネス等 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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