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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 8,609 △14.1 △176 ― △451 ― △466 ―
20年3月期 10,027 △5.1 297 △11.3 183 △12.9 44 △73.4

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当た
り当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △28.11 ― △12.4 △3.5 △2.1
20年3月期 2.71 ― 1.1 1.4 3.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 13,407 3,478 25.9 209.82
20年3月期 12,711 4,053 31.9 244.48

（参考） 自己資本   21年3月期  3,478百万円 20年3月期  4,053百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △890 △135 2,038 1,861
20年3月期 △149 △668 △314 849

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 82 184.5 2.0
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
累計期間

3,200 △38.0 20 △68.3 △310 ― △310 ― △18.70

通期 8,200 △4.8 500 ― 60 ― 50 ― 3.02
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

[（注）詳細は、17ページ「重要な会計方針」、19ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。] 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、19ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 16,623,613株 20年3月期 16,623,613株
② 期末自己株式数 21年3月期  45,627株 20年3月期  42,983株

※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予想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異なる可能性があります。 
 実際の業績等に与える可能性のある要因には、「１．経営成績（4）事業等のリスク」に記載のとおりであります。 
 なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済ならびに世界経済は、世界的な金融不安により急速に減速し、世界同時不況の様相

を呈しております。 

 当社の属する化学業界は、国内外の景気減速に加え、自動車業界の急激な需要低迷の影響も受け、大変厳しい経営

環境を余儀なくされました。 

 このような状況下、当社の業績は売上高においては、主力の紫外線吸収剤や化成品等が、国内外の景気減速と自動

車業界を中心とした急激な需要低迷から相当程度減少しており、全体では 8,609 百万円（前年同期比 14.1％減）とな

りました。 

 利益面では、売上高の減収に伴う悪化要因に加え、たな卸資産の健全化に向けて収益性の低下に伴う簿価切下げ額

480 百万円を売上原価に計上したことなどにより、営業損失は 176 百万円（前年同期は営業利益 297 百万円）、経常

損失は 451 百万円(前年同期は経常利益 183 百万円)、当期純損失は 466 百万円（前年同期は当期純利益 44 百万円）と

大変厳しい状況となりました。 

  

事業別の業績は次のとおりであります。 

  

（化学品事業） 

 当事業年度の売上高は、主力の紫外線吸収剤が国内外の景気減速と自動車業界の需要低迷の影響も受け、海外向け

を中心に販売が不振となりました結果、前年同期比 1,157 百万円減(前年同期比 19.6％減)の大幅な減収となりました

が、写真薬中間体、その他化成品が堅調に推移し、全体では同 878 百万円減（同 10.4％減）の 7,535 百万円となりま

した。なお、一部の紫外線吸収剤・写真薬中間体等で、たな卸資産の収益性の低下に伴う簿価切下げ額 367 百万円を

売上原価に計上いたしました。 

  

（ホーム産業事業） 

 当事業年度の売上高は、ＤＩＹ商品が、ホームセンター向けの販売縮小に伴い、前年同期比 415 百万円減(前年同期

比 77.3％減)となったことや国内経済の景気低迷による減収により、全体では同 538 百万円減(同 33.4％減)の 1,074

百万円となりました。なお、長期滞留在庫等で、たな卸資産の収益性の低下に伴う簿価切下げ額 112 百万円を売上原

価に計上いたしました。 

  

 （品目別販売実績）                                 （単位：千円、％）       

前事業年度 当事業年度 

平成20年3月期 平成21年3月期 
増  減 

事業別 

期別 

 

品目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 

紫 外 線 吸 収 剤 5,918,254 59.0 4,760,792 55.3 △1,157,461

写 真 薬 中 間 体 580,983 5.8 814,288 9.5 233,305

製 紙 用 薬 剤 253,980 2.5 253,895 2.9 △84

電 子 材 料 131,411 1.3 148,110 1.7 16,698

酸 化 防 止 剤 145,819 1.5 131,818 1.5 △14,000

染 顔 料 中 間 体 180,385 1.8 88,869 1.0 △91,516

防 錆 剤 54,639 0.5 41,773 0.5 △12,865

そ の 他 1,149,175 11.5 1,296,126 15.1 146,951

化学品事業 

（ 小 計 ） 8,414,649 83.9 7,535,675 87.5 △878,973

木 材 保 存 薬 剤 867,153 8.7 823,651 9.6 △43,501

Ｄ Ｉ Ｙ 商 品 537,776 5.4 122,140 1.4 △415,636

防 腐 木 材 53,848 0.5 12,292 0.1 △41,555

そ の 他 153,882 1.5 115,993 1.4 △37,888

ホーム産業事業 

（ 小 計 ） 1,612,661 16.1 1,074,078 12.5 △538,582

合     計 10,027,311 100.0 8,609,754 100.0 △1,417,556

（注）金額は消費税等を含んでおりません。 
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 (2）財政状態に関する分析 

 （資産、負債及び純資産の状況） 

当事業年度（以下「当期」という）の総資産は、前事業年度末（以下「前期末」という）比 695 百万円増加し、13,407

百万円となりました。流動資産は同 326 百万円増加の 7,815 百万円、固定資産は同 369 百万円増加の 5,592 百万円と

なりました。 

流動資産の増加の主な要因は、手許資金を厚くするために現金及び預金を増加させたことによるものであり、固定

資産の増加の主な要因は新規の電子材料製造設備などをリース資産に計上したことによるものであります。 

当期の負債の合計は前期末比1,271百万円増加の9,929百万円となりました。流動負債は同246百万円増加の6,913

百万円、固定負債は同 1,024 百万円増加の 3,015 百万円となっております。 

流動負債の増加の主な要因は、短期借入金を増加させたことによるものであり、固定負債の増加の主な要因は長期

借入金を増加させたことによるものであります。 

当期末の純資産は前期末比 575 百万円減少し、3,478 百万円となりました。この減少の主な要因は、収益性低下に

伴うたな卸資産の簿価切下げ処理 480 百万円を実施したことによる当期純損失 466 百万円の計上により、利益剰余金

が減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前期末の 31.9%から 25.9%となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税引前当期純損失、仕入債務の減少などの減少要因

がありましたが、銀行借入による資金調達に加え、減価償却費の計上や売上債権の減少等の増加要因がありましたこ

とから前期末に比し 1,011 百万円増加し、当期末には 1,861 百万円となりました。 

 当期中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動の結果使用した資金は、890 百万円（前年同期比 741 百万円増）となりました。 

これは主に減価償却費が315百万円計上されたことや売上債権が551百万円減少などの増加要因がありましたもの

の税引前当期純損失が 457 百万円計上されたことに加え、仕入債務が 1,131 百万円減少したこと等の減少要因があっ

たことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、135 百万円（前年同期比 532 百万円減）となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出が 171 百万円ありましたが、定期預金の払戻しによる収入 30 百万円が

あったことを反映したものであります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、2,038 百万円（前年同期は 314 百万円の使用）となりました。 

これは主に短期借入れによる収入 4,850 百万円、短期借入金返済による支出額 3,550 百万円、長期借入れによる収

入 1,900 百万円、長期借入金返済による支出額 1,048 百万円、配当金支払額 82 百万円を反映したものであります。 
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

   平成 17 年３月期  平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期  平成 21 年３月期

 自己資本比率(%) 21.9  29.8  31.1  31.9  25.9  

 時価ベースの自己

資本比率(%) 
 32.8  49.8  32.5  30.8  13.1 

 キャッシュ・フロー

対有利子負債比率 
 －  24.1  5.0  －  － 

 インタレスト・カバ

レッジ・レシオ 
 －  1.9  9.7  －  － 

自己資本比率            ：自己資本／総資産 

時価べースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

２. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

３. 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として  

おります。  

  

 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、経営環境、業績、将来の事業展開等を総合的に勘案した上で、財務体質の強化を図りつつ、安定的かつ継

続的に配当を行うことを基本方針としております。 

なお、当期の期末配当につきましては、業績を鑑み無配とさせていただきます。また、次期の期末配当につきまし

ても、遺憾ながら十分な業績回復を見込める状況にはないと判断しており、引き続き財務体質の健全化を図るべく無

配とし、内部留保の充実を図る所存であります。 

  

(4）事業等のリスク 

 事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

のようなものがあります。 

なお、本文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、国内外の経済

情勢等によって影響を受ける可能性があり、また事業等のリスクはこれらに限定されるものではありません。 

  

1.特定販売先への依存度について 

当社の柱となる化学品事業における製品は、核となる紫外線吸収剤と写真薬、染顔料などの各種中間体により構成

されております。化学品事業における販売は OEM 販売が主流であり、主要顧客であるチバ・ジャパン㈱については総

売上高の約 40%の依存関係となっております。当社にとって高い依存関係にある同社とは、主力製品である紫外線吸

収剤の安定的な供給を当社が保証する供給基本契約を取り交わしております。 

なお、チバ・ジャパン㈱の親会社であるチバ・ホールディングＡＧは、ＢＡＳＦ社（本社：ドイツ）に買収される

予定で現在進行中であります。 

従って、ＢＡＳＦ社に買収後の同社グループの販売戦略によっては、当社の業績に重要な影響を受ける可能性があ

ります。 

  

2.原材料の市況変動について 

当社の原材料調達は主に国内での競争入札によっておりますが、一部においては国内代理店を通じた輸入があり、

その主なものが調達コストの安価な東南アジア圏であります。これらの取引先とは安定的な品質と供給量の基本契約

を取り交わしてはおりますが、政治・経済情勢の変動により供給が不安定になる可能性があります。 

また、当社が使用する原材料には原油の国際的な変動や資源輸出国の経済情勢などの影響を受けて価格変動するも

のが含まれているため、営業収益に影響を受ける可能性があります。 
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3.法的規制について 

当社の製造する製品・消費する原材料のうち、有機化学工業薬品類は、国内においては消防法・毒劇物取締法・高

圧ガス取締法・危険物取締法・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等の規制を受けております。今後これ

らの法律が改正され規制強化された場合、製品の製造・販売などに影響を受ける可能性があります。 

 

4.環境負荷について 

当社の製造する製品の多くは、有機化学工業薬品に分類されるものであり、事業活動に伴う環境負荷に対するリス

ク管理については環境マネジメントシステムを導入し、環境評価を行い環境負荷の把握と環境リスクの低減に努めて

おります。しかしながら環境負荷が発生しないという保証はなく、環境汚染などの問題が生じた場合には、業績・財

政状態などに影響を受ける可能性があります。 

  

5.固定資産の減損会計適用による影響について 

当社では、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この基準の適用に伴い、今後の土地等の時価や事

業環境の大幅な変動によっては、当社の業績・財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

6.訴訟などの影響について 

当社では、現在係争中の訴訟事件はありませんが、将来において当社の事業活動に関して重要な訴訟が提起された

場合には、当社の業績・財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 関連会社にはハリマトランジット株式会社の１社がありますが、企業規模並びに取引関係ともに重要性が乏しいため、記載を省

略しております。 

 

３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

事業環境の変化に迅速かつ適切に対応するとともに、常に創造的革新に挑戦し、技術に支えられた高品質の製品を

もって顧客に大きな満足を提供すること及び自然環境との調和を図り、環境保全活動を効果的かつ継続的に推進して

環境にやさしい会社を目指すこと、これにより業界はもとより広く産業の発展、社会の発展に寄与するとともに、企

業基盤の支えとなる株主をはじめ、すべてのステークホルダーの信頼と期待に応えることを経営の基本としておりま

す。 

  

 (2）目標とする経営指標 

当社は、経営方針に基づき生産性の向上と永続的な利益の確保を経営目標としております。経営指標としては、株

主利益重視の観点からＲＯＥ（株主資本利益率）と事業収益力の向上を目指し売上高経常利益率を重視しております。 

  

 (3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は近年、収益力の向上や高機能製品の開発、付加価値の高いビジネスを展開し、将来性のある事業分野への経

営資源の集中を図り、経済市況変化への柔軟な対応が行える環境を整えることを目標とし、具体的には以下の経営戦

略を掲げております。 

①有機エレクトロ・ルミネッセンス等の電子材料関連分野でのグローバルな展開と販売強化 

②徹底したコストダウンを中心とした生産性の継続的な改善 

③研究開発への資源投入による高度な有機合成技術力の強化 

  

 (4）会社の対処すべき課題 

当社は、営業キャッシュ・フローにおいて、前事業年度 149 百万円、当事業年度 890 百万円と２期連続のマイナス

となっており、また、利益面において、たな卸資産の健全化に向けて収益性の低下に伴う簿価切下げ額 480 百万円を

売上原価に計上した結果、営業損失 176 百万円（前年同期は営業利益 297 百万円）、経常損失 451 百万円（前年同期

は経常利益 183 百万円）、当期純損失は 466 百万円（前年同期は当期純利益 44 百万円）と大幅な赤字の状況となり

ました。 

当社としては、このような状況を回避すべく、当事業年度の 12 月から以下の施策の経営改善を強力に実施継続し

ており、次期の営業キャッシュ・フロー並びに営業利益、経常利益、当期純利益は相応にプラスとなるように最大限

の努力をして参る所存であります。 

①役員報酬の削減 

②役員退職慰労金制度の廃止 

③賃金・給料カットや嘱託者の契約打ち切り等による人件費削減 

④在庫の削減、生産調整による材料費の削減 

⑤旅費交通費・交際費等の販売管理費の大幅削減 

⑥生産工程見直しによる生産効率の向上 

⑦販売体制の見直し 

⑧資産処分による有利子負債の圧縮 

  

 (5）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 
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４.財務諸表 
(1)貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 当事業年度 

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日） 

資産の部    

 流動資産   

  現金及び預金  879,574  1,861,114

  受取手形  203,261  116,076

  売掛金  2,149,436  1,685,574

  商品  98,716  －

  製品  2,758,680  －

  半製品  597,712  －

  商品及び製品  －  3,651,209

  仕掛品  174,532  83,030

  原材料  509,510  －

  貯蔵品  32,415  －

  原材料及び貯蔵品  －  341,029

  前払費用  55,923  49,956

  未収入金  5,849  39,761

  立替金  499  117

  その他  33,456  10,549

  貸倒引当金  △11,404  △23,347

  流動資産合計  7,488,165  7,815,074

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物    3,074,508   3,147,277

    減価償却累計額   △1,723,374  △1,820,247

    建物（純額）   1,351,133   1,327,029

   構築物   685,511   712,473

    減価償却累計額   △539,029  △564,436

    構築物（純額）   146,482   148,037

   機械及び装置   2,587,501  2,696,971

    減価償却累計額   △2,267,264  △2,373,416

    機械及び装置（純額）   320,237  323,555

   車両運搬具   22,726  10,776

    減価償却累計額   △21,540  △10,282

    車両運搬具（純額）   1,186  494

   工具、器具及び備品   164,916  180,838

    減価償却累計額   △149,574  △158,464

    工具、器具及び備品（純額）   15,341  22,373

   土地   2,980,462   2,980,462

   リース資産   －  502,315

    減価償却累計額   －  △31,706

    リース資産（純額）   －  470,608

  有形固定資産合計  4,814,844  5,272,560
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 (単位：千円)

前事業年度 当事業年度 

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日） 

  無形固定資産   

   のれん   61,670  36,854

   特許権   30,416  24,686

   施設利用権   31,658  27,307

   電話加入権   7,979  7,979

   無形固定資産合計   131,725  96,828

  投資その他の資産   

   投資有価証券   161,981  113,213

   関係会社株式   10,000  10,000

   出資金   125  －

   破産更生債権等   37,803  39,270

   長期前払費用   9,955  10,510

   敷金   23,233  20,508

   ゴルフ会員権   6,100  6,100

   その他   49,898  51,001

   貸倒引当金   △22,023  △27,270

   投資その他の資産合計   277,074  223,333

  固定資産合計  5,223,643  5,592,722

 資産合計  12,711,809  13,407,797

負債の部   

 流動負債   

  支払手形  928,192  457,850

  買掛金  1,030,569  369,012

  短期借入金  3,200,000   4,500,000

  １年内返済予定の長期借入金  902,992   1,147,992

  リース債務  －  80,662

  未払金  401,845  223,654

  未払費用  61,922  34,967

  未払法人税等  16,925  15,720

  前受金  154  －

  預り金  12,252  9,101

  前受収益  370   370

  賞与引当金  97,385  28,463

  設備関係支払手形  14,172  17,178

  その他  －  28,775

  流動負債合計  6,666,781  6,913,746
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 (単位：千円)

前事業年度 当事業年度 

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日） 

 固定負債   

  長期借入金  1,374,352   1,980,460

  リース債務  －  392,133

  繰延税金負債  19,196  1,775

  退職給付引当金  202,989  231,555

  役員退職慰労引当金  394,900  392,500

  その他  －  17,176

  固定負債合計  1,991,438  3,015,601

 負債合計  8,658,220  9,929,348

純資産の部   

 株主資本   

  資本金  2,155,352  2,155,352

  資本剰余金   

   資本準備金   1,052,562  1,052,562

   その他資本剰余金   54  －

   資本剰余金合計   1,052,616  1,052,562

  利益剰余金   

   その他利益剰余金    

   繰越利益剰余金   829,766  280,669

   利益剰余金合計   829,766  280,669

  自己株式  △12,232  △12,734

  株主資本合計  4,025,503  3,475,851

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金  28,085  2,597

  評価・換算差額等合計  28,085  2,597

 純資産合計  4,053,589  3,478,448

負債純資産合計  12,711,809  13,407,797
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（2）損益計算書                                                   
(単位：千円)  

前事業年度 当事業年度 

（自 平成19年４月１日 
    至 平成20年３月31日）

（自 平成20年４月１日 
    至 平成21年３月31日）

売上高    

 製品売上高   9,131,960  8,175,032

 商品売上高   895,350   434,721

 売上高合計   10,027,311  8,609,754

売上原価    

 製品売上原価    

  製品期首たな卸高   2,112,266  2,758,680

  当期製品製造原価   6,908,656  7,524,517

  当期製品仕入高   1,201,608   －

  合計   10,222,532  10,283,198

  製品他勘定振替高   75,090   29,542

  製品期末たな卸高   2,758,680  3,261,294

  製品売上原価   7,388,760  6,992,361

 商品売上原価    

  商品期首たな卸高   139,587  98,716

  当期商品仕入高   683,139  294,996

  合計   822,726  393,712

  商品他勘定振替高   2,670   －

  商品期末たな卸高   98,716  23,392

  商品売上原価   721,340  370,320

 売上原価合計   8,110,100  7,362,681

売上総利益   1,917,210  1,247,072

販売費及び一般管理費    

 発送運賃   212,448  151,278

 旅費及び交通費   90,301  78,610

 交際費   96,227  62,937

 貸倒引当金繰入額   7,185  17,189

 役員報酬   142,800  161,670

 給料及び手当   309,938  246,183

 賞与引当金繰入額   19,164  6,146

 退職給付費用   39,009  15,565

 役員退職慰労引当金繰入額   28,500  24,400

 地代家賃   34,064  26,711

 賃借料   26,107  24,419

 租税公課   32,363  30,260

 支払手数料   82,660  64,689

 減価償却費   33,072  36,667

 研究開発費   298,820   337,794

 その他   167,393  139,249

 販売費及び一般管理費合計   1,620,058  1,423,773
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(単位：千円)

前事業年度 当事業年度 

（自 平成19年４月１日 
    至 平成20年３月31日）

（自 平成20年４月１日 
    至 平成21年３月31日）

営業利益又は営業損失（△）  297,151  △176,700

営業外収益   

 受取利息   915  543

 受取配当金   3,519  2,733

 仕入割引   －  4,569

 受取賃貸料   20,271   4,440

 補助金収入   －  7,375

 雑収入   12,303  22,359

 営業外収益合計   37,009  42,022

営業外費用   

 支払利息   110,427  121,642

 賃貸収入原価   11,233  355

 生産休止費用   －  171,013

 雑損失   28,706  23,826

 営業外費用合計   150,367  316,838

経常利益又は経常損失（△）  183,794  △451,516

特別利益   

 固定資産売却益   24   672

 特別利益合計   24  672

特別損失   

 固定資産売却損   －   15

 固定資産除却損   17,278   1,111

 たな卸資産評価損   71,745   －

 投資有価証券売却損   922  －

 投資有価証券評価損   －  5,858

 関係会社株式消却損   40,546  －

 特別損失合計   130,492  6,985

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）  53,326  △457,829

法人税、住民税及び事業税  8,456  8,275

法人税等合計  8,456  8,275

当期純利益又は当期純損失（△）  44,869  △466,104
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（3）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 当事業年度 

（自 平成19年４月１日 
    至 平成20年３月31日）

（自 平成20年４月１日 
    至 平成21年３月31日）

株主資本    

 資本金    

  前期末残高   2,155,352  2,155,352

  当期変動額    

   当期変動額合計   －  －

  当期末残高   2,155,352  2,155,352

 資本剰余金     

  資本準備金     

   前期末残高   1,052,562  1,052,562

   当期変動額    

    当期変動額合計   －  －

   当期末残高   1,052,562  1,052,562

  その他資本剰余金     

   前期末残高   54  54

   当期変動額    

    自己株式の処分   －  △54

    当期変動額合計   －  △54

   当期末残高   54  －

資本剰余金合計 

前期末残高 1,052,616 1,052,616

当期変動額 

    自己株式の処分   －  △54

当期変動額合計 － △54

当期末残高 1,052,616 1,052,562

 利益剰余金     

  その他利益剰余金     

   繰越利益剰余金     

    前期末残高   867,826  829,766

    当期変動額    

     剰余金の配当   △82,929  △82,903

     当期純利益又は当期純損失（△）   44,869  △466,104

     自己株式の処分   －  △88

     当期変動額合計   △38,060  △549,096

    当期末残高   829,766  280,669

  利益剰余金合計     

   前期末残高   867,826  829,766

   当期変動額     

    剰余金の配当   △82,929  △82,903

    当期純利益又は当期純損失（△）   44,869  △466,104

     自己株式の処分   －  △88

     当期変動額合計   △38,060  △549,096

   当期末残高   829,766  280,669
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(単位：千円)

前事業年度 当事業年度 

（自 平成19年４月１日 
    至 平成20年３月31日）

（自 平成20年４月１日 
    至 平成21年３月31日）

 自己株式     

  前期末残高   △10,213  △12,232

  当期変動額     

   自己株式の取得   △2,018  △725

   自己株式の処分   －  223

   当期変動額合計   △2,018  △501

  当期末残高   △12,232  △12,734

 株主資本合計     

  前期末残高   4,065,582  4,025,503

  当期変動額     

   剰余金の配当   △82,929  △82,903

   当期純利益又は当期純損失（△）   44,869  △466,104

   自己株式の取得   △2,018  △725

   自己株式の処分   －  80

   当期変動額合計   △40,078  △549,652

  当期末残高   4,025,503  3,475,851

評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金     

  前期末残高   66,491  28,085

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   △38,405  △25,488

   当期変動額合計   △38,405  △25,488

  当期末残高   28,085  2,597

 評価・換算差額等合計     

  前期末残高   66,491  28,085

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   △38,405  △25,488

   当期変動額合計   △38,405  △25,488

  当期末残高   28,085  2,597

純資産合計 

前期末残高 4,132,073 4,053,589

当期変動額 

  剰余金の配当   △82,929  △82,903

  当期純利益又は当期純損失（△）   44,869  △466,104

  自己株式の取得   △2,018  △725

  自己株式の処分   －  80

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   △38,405  △25,488

当期変動額合計 △78,484 △575,140

当期末残高 4,053,589 3,478,448
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（4）キャッシュ・フロー計算書                                           
(単位：千円) 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成19年４月１日 
    至 平成20年３月31日）

（自 平成20年４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   

 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）   53,326  △457,829

 減価償却費   269,887  315,403

 退職給付引当金の増減額（△は減少）   39,968  28,565

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   27,700  △2,400

 賞与引当金の増減額（△は減少）   △2,220  △68,922

 貸倒引当金の増減額（△は減少）   5,541  17,189

 受取利息及び受取配当金   △4,435  △3,277

 支払利息   110,427  121,642

 投資有価証券売却損益（△は益）   922  －

 投資有価証券評価損益（△は益）   －  5,858

 固定資産売却損益（△は益）   △24  △657

 固定資産除却損   17,278  1,111

 関係会社株式消却損   40,546  －

 売上債権の増減額（△は増加）   309,000  551,046

 たな卸資産の増減額（△は増加）   △556,615  96,298

 その他の流動資産の増減額（△は増加）   △129,544  △22,121

 仕入債務の増減額（△は減少）   △298,621  △1,131,898

 その他の流動負債の増減額（△は減少）   81,605  △204,763

 小計   △35,256  △754,754

 利息及び配当金の受取額   4,300  3,391

 利息の支払額   △110,770  △131,079

 法人税等の支払額   △7,672  △8,456

 営業活動によるキャッシュ・フロー   △149,398  △890,899

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入   －  30,000

 有形固定資産の取得による支出   △638,596  △171,403

 有形固定資産の売却による収入   350  1,810

 投資有価証券の取得による支出   △531  －

 投資有価証券の売却による収入   5,931  －

 関係会社株式の取得による支出   △41,160  －

 出資金の回収による収入   －  125

 ゴルフ会員権の償還による収入   2,694  750

 敷金の差入による支出   △2,352  △762

 敷金の回収による収入   4,759  3,486

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △668,906  △135,993
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(単位：千円)

前事業年度 当事業年度 

（自 平成19年４月１日 
    至 平成20年３月31日）

（自 平成20年４月１日 
    至 平成21年３月31日）

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）   △100,000  －

 短期借入れによる収入   －  4,850,000

 短期借入金の返済による支出   －  △3,550,000

 長期借入れによる収入   700,000  1,900,000

 長期借入金の返済による支出   △829,592  △1,048,892

 新株予約権の発行による収入   4,960  －

 自己新株予約権の取得による支出   △4,960  －

 自己株式の取得による支出   △2,018  △725

 自己株式の売却による収入   －  80

 リース債務の返済による支出   －  △29,518

 配当金の支払額   △82,536  △82,511

 財務活動によるキャッシュ・フロー   △314,146  2,038,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △1,132,452  1,011,540

現金及び現金同等物の期首残高  1,939,306  849,574

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  42,720  －

現金及び現金同等物の期末残高  849,574   1,861,114
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（5） 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（6）重要な会計方針 

項    目 
前事業年度 

（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年4月 1日 

至 平成21年3月31日） 

商品・製品・半製品・仕掛品・原材料 商品・製品・半製品・仕掛品・原材料 

移動平均法による原価法 移動平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定） 

貯蔵品 貯蔵品 

最終仕入原価法 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定） 

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 （会計方針の変更） 

当事業年度より「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。 

これにより、営業損失、経常損失及び税引

前当期純損失は、それぞれ480,620千円増加

しております。 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、建物附属設備を除く

建物については定額法） 

定率法（ただし、建物附属設備を除く建

物については定額法） 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物 31年～41年 建物 31年～41年 

機械及び装置 ７年～13年 機械及び装置 ８年 

（会計方針の変更）    

２．固定資産の減価償却の方法 

 

 

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これにより、売上総利益は8,713千円、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ12,143千円減少しており

ます。 
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項    目 
前事業年度 

（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

 （追加情報） （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。 

これにより、売上総利益は15,464千

円、営業利益は16,610千円、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ16,782

千円減少しております。 

機械及び装置については、従来、耐用年数

を７～13年としておりましたが、当事業年度

より法人税法の改正を契機とし見直しを行

い、８年に変更しております。 

これにより、営業損失6,425千円、経常損失

及び税引前当期純損失は、それぞれ6,081千

円減少しております。 

  (2)リース資産 

  

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成20年３

月31日以前の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。 

(1)新株予約権発行費    ３．繰延資産の処理方法 

発生時全額費用処理    

４．引当金の計上基準 (1)役員退職慰労引当金 (1)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、

平成20年９月30日までの在任期間に対応

する、内規に基づく要支給額を計上してお

ります。 

（追加情報） 

当社は従来、役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上しており

ましたが、平成20年11月11日開催の取締役

会において、平成20年10月１日をもって役

員退職慰労引当金制度の廃止を決議した

ことに伴い、平成20年10月１日以降の在任

期間に対応する役員退職慰労引当金の計

上は行なっておりません。 

 

 なお、上記以外は最近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における記載から重要な変更がないため、開

示を省略いたします。 
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（7）会計処理方法の変更 

前事業年度 当事業年度 

 （ 自 平成19年4月 1日   （ 自 平成20年4月 1日  

  至 平成20年3月31日 ）   至 平成21年3月31日 ） 

   （リース取引に関する会計基準） 

   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、当事業年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 

（8）表示方法の変更 

前事業年度 当事業年度 

 （ 自 平成19年4月 1日   （ 自 平成20年4月 1日  

  至 平成20年3月31日 ）   至 平成21年3月31日 ） 

   （損益計算書） 

   前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

りました「仕入割引」は、営業外収益の総額の100分の10を超え

たため区分掲記いたしました。 

なお、前事業年度における「仕入割引」の金額は737千円で

あります。 

 

（9）財務諸表に関する注記事項 

（１株当たり情報） 

前事業年度 当事業年度 

 （ 自 平成19年4月 1日   （ 自 平成20年4月 1日  

  至 平成20年3月31日 ）   至 平成21年3月31日 ） 

1株当たり純資産額 244円48銭 1株当たり純資産額 209円82銭

1株当たり当期純利益金額 2円71銭 1株当たり当期純損失金額 28円11銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日 

 

至 平成20年3月31日) 至 平成21年3月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 44,869 △466,104 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△）

（千円） 

44,869 △466,104 

期中平均株式数（千株） 16,583 16,578 
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（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

貸借対照表関係、損益計算書関係、株主資本等変動計算書関係、キャッシュ・フロー計算書関係、リース取引、有価

証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、企業結合等に関する注記事項については、決

算短信における開示の必要性に重要性がないと判断いたしましたため、開示を省略しております。 

 

５．その他 
(1)役員の異動 

  ①代表者の異動 

    該当事項はありません。 

  ②その他の役員の異動 

   1.新任監査役候補     

常勤監査役   清水 俊造（現 海外事業開発部長 兼 秘書室長 兼 内部監査室長） 

   2.退任予定監査役     

常勤監査役   千馬 英貴 

  ③就任・退任予定日 

   平成 21 年 6月 25 日 

 

(2)当事業年度における四半期情報 

第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 

自 平成 20 年 4月 1 日 自 平成 20 年 7月 1 日 自 平成 20 年 10 月 1 日 自 平成 21 年 1月 1 日

 

至 平成 20 年 6月 30 日 至 平成 20 年 9月 30 日 至 平成 20 年 12 月 31 日 至 平成 21 年 3月 31 日

売上高（千円） 2,796,961 2,361,774 1,704,465 1,746,552

税引前四半期純利益金額又は

税引前四半期純損失金額（△）

（千円） 

△73,825 90,199 △239,998 △234,204

四半期純利益金額又は四半期

純損失金額（△）（千円） 
△75,919 88,139 △242,059 △236,264

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円） 

△4.58 5.32 △14.60 △14.25
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６．生産・受注及び販売の状況 

 

（1）生産実積 
                                                          (単位：千円) 

事  業  別 

前事業年度 

(自 平成 19 年 4 月 １日 

 至 平成 20 年 3 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年 4 月 １日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日) 

化学品事業 8,116,693 8,244,836 

ホーム産業事業 930,589 671,288 

合   計 9,097,282 8,916,124 

(注)１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（2）製品仕入実績 
                                         (単位：千円) 

事  業  別 

前事業年度 

(自 平成 19 年 4 月 １日 

 至 平成 20 年 3 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年 4 月 １日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日) 

化学品事業 1,201,608 － 

合   計 1,201,608 － 

(注)１．金額は仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（3）商品仕入実績 
                                         (単位：千円) 

事  業  別 

前事業年度 

(自 平成 19 年 4 月 １日 

 至 平成 20 年 3 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年 4 月 １日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日) 

化学品事業 68,520 23,659 

ホーム産業事業 614,618 271,336 

合   計 683,139 294,996 

(注)１．金額は仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（4）受注状況 

  当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

 

（5）販売実績 

（単位：千円） 

事  業  別 

前事業年度 

(自 平成 19 年 4 月 １日 

 至 平成 20 年 3 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年 4 月 １日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日) 

化学品事業 8,414,649 7,535,675 

ホーム産業事業 1,612,661 1,074,078 

合   計 10,027,311 8,609,754 

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 


