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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 5,387 △28.2 423 △42.0 381 △49.1 198 △51.9
21年3月期第1四半期 7,499 ― 730 ― 751 ― 411 ―

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

22年3月期第1四半期 16.11 ―
21年3月期第1四半期 33.48 ―

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

22年3月期第1四半期 36,449 16,030 42.9 1,271.29
21年3月期 37,089 15,647 41.2 1,242.28

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  15,636百万円 21年3月期  15,279百万円

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

21年3月期 ― 14.00 ― 19.00 33.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

― ― 30.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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

9,065 △38.9 △846 ― △883 ― △892 ― △72.52

通期 20,042 △21.6 △571 ― △637 ― △654 ― △53.17
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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） 

(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21年４月30日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも変更はありません。 
２． 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およ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。業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３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」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 12,300,000株 21年3月期 12,300,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 233株 21年3月期 233株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 12,299,767株 21年3月期第1四半期 12,299,883株
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当第１四半期における世界経済は、昨年来の金融危機・経済危機による景気停滞局面の中で厳しい経済環境が続き

ました。欧米では雇用環境が悪化し、個人消費も低調に推移しました。わが国経済は、生産におきましては底入れの

兆しが見え始めたものの依然、経済活動の水準は厳しい状況が続きました。 

このような環境のもと、当社グループは国内外の情報通信産業中心に、顧客のニーズに基づいた多種多様なフッ化

物製品の供給を行なうとともに、特殊貨物運送で培った独自のノウハウに基づいた化学品の物流を担う事業展開を行

なってきました。 

当第１四半期の連結売上高は、53億87百万円（前年同期比28.2％減）となりました。減少した主な要因は、前年度

後半からの需要の落ち込みにより、主力の半導体・液晶部門、フロン関連部門、半導体装置関連部門の売上高が減少

したことによるものです。 

また、損益面におきましては、売上高の減少および研究開発費の増加などにより連結営業利益は４億23百万円（同

42.0％減）、連結経常利益は３億81百万円（同49.1％減）、連結四半期純利益は１億98百万円（同51.9％減）となり

ました。  

  

当第１四半期末の総資産は364億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億39百万円減少しました。流動資産

は133億15百万円となり10億29百万円減少しました。主な要因は、現金及び預金４億５百万円の減少、受取手形及び

売掛金２億79百万円の減少、たな卸資産３億80百万円の減少等です。固定資産は231億34百万円となり３億90百万円

増加しました。主な増加要因は、投資有価証券が時価回復等により６億98百万円増加したことによるものです。 

当第１四半期末の負債合計は204億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億22百万円減少しました。流動負

債は104億92百万円となり、７億１百万円減少しました。主な要因は、短期借入金および１年以内に返済予定の長期

借入金が５億95百万円減少したことによるものです。固定負債は、99億26百万円となり３億20百万円減少しました。

主な要因は、長期借入金が２億45百万円減少したことによるものです。 

当第１四半期の純資産合計は、160億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億82百万円増加しました。主な

要因は、その他有価証券評価差額金が３億78百万円増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は、前連

結会計年度末の41.2％から42.9％となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて）  

当第１四半期末の現金及び現金同等物は57億76百万円となり前連結会計年度末に比べ４億５百万円減少しました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が３億82百万円、減価償却費が５億93百万円、

売上債権の減少３億２百万円、たな卸資産の減少３億91百万円等がありました。この結果、キャッシュ・フローは14

億81百万円の収入となり、前年同期に比べ11億62百万円収入が増加しました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得等により７億78百万円の支出となり、前年同期に

比べ３億46百万円支出が増加しました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債８億92百万円の返済、配当金の支払２億19百万円により11億12

百万円の支出となり、前年同期に比べ９億61百万円支出が増加しました。     

  

現時点におきましては、平成21年４月30日発表の業績予想を変更していません。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

 税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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。なお、法人税

等調整額は法人税等に含めて表示しています。  

  

 該当事項はありません。  

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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,776 6,182

受取手形及び売掛金 4,428 4,707

商品及び製品 1,001 1,188

仕掛品 655 769

原材料及び貯蔵品 742 821

その他 718 682

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 13,315 14,345

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,060 6,949

機械装置及び運搬具（純額） 5,469 5,474

土地 5,432 5,432

その他（純額） 2,974 3,106

有形固定資産合計 20,937 20,963

無形固定資産   

その他 93 86

無形固定資産合計 93 86

投資その他の資産   

その他 2,105 1,694

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,104 1,693

固定資産合計 23,134 22,744

資産合計 36,449 37,089

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,430 1,362

短期借入金 4,371 4,717

1年内返済予定の長期借入金 2,803 3,052

未払法人税等 143 28

賞与引当金 61 104

その他 1,682 1,928

流動負債合計 10,492 11,194

固定負債   
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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

長期借入金 8,871 9,116

退職給付引当金 711 725

役員退職慰労引当金 325 387

その他 17 17

固定負債合計 9,926 10,247

負債合計 20,419 21,442

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,180 3,180

資本剰余金 3,288 3,288

利益剰余金 9,084 9,120

自己株式 △0 △0

株主資本合計 15,553 15,588

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 380 1

為替換算調整勘定 △296 △310

評価・換算差額等合計 83 △309

少数株主持分 393 367

純資産合計 16,030 15,647

負債純資産合計 36,449 37,089
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,499 5,387

売上原価 6,060 4,137

売上総利益 1,438 1,249

販売費及び一般管理費 708 825

営業利益 730 423

営業外収益   

持分法による投資利益 － 35

為替差益 30 －

雑収入 57 32

営業外収益合計 87 68

営業外費用   

支払利息 66 63

為替差損 － 44

雑損失 1 2

営業外費用合計 67 110

経常利益 751 381

特別利益   

固定資産売却益 － 9

特別利益合計 － 9

特別損失   

固定資産廃棄損 11 －

固定資産売却損 － 1

投資有価証券評価損 18 6

その他 2 0

特別損失合計 33 8

税金等調整前四半期純利益 717 382

法人税等 306 188

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △4

四半期純利益 411 198
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 717 382

減価償却費 687 593

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △57 △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 △13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 △61

受取利息及び受取配当金 △12 △12

支払利息 66 63

為替差損益（△は益） △21 22

持分法による投資損益（△は益） △16 △35

投資有価証券売却損益（△は益） 1 －

投資有価証券評価損益（△は益） 18 6

有形固定資産廃棄損及び売却損益（△は益） 12 △7

売上債権の増減額（△は増加） △687 302

たな卸資産の増減額（△は増加） △638 391

仕入債務の増減額（△は減少） 606 48

その他の流動資産の増減額（△は増加） △50 △92

その他の流動負債の増減額（△は減少） 134 △133

未収消費税等の増減額（△は増加） 0 61

未払消費税等の増減額（△は減少） △52 30

その他 △9 56

小計 707 1,560

利息及び配当金の受取額 30 29

利息の支払額 △49 △55

法人税等の支払額 △370 △52

営業活動によるキャッシュ・フロー 318 1,481

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 △516 △693

有形固定資産の売却による収入 0 19

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 18 －

子会社株式の取得による支出 － △90

その他の支出 △3 △15

その他の収入 68 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △432 △778
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） 310 △384

長期借入れによる収入 200 1,036

長期借入金の返済による支出 △441 △1,544

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 △220 △219

財務活動によるキャッシュ・フロー △150 △1,112

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △270 △405

現金及び現金同等物の期首残高 1,479 6,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,209 5,776
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点にもとづき３区分としていました

が、前第２四半期連結会計期間より、従来その他事業に含めて表示していたメディカル事業およびコスメテ

ィック事業の全セグメントに占める割合が高くなったため、メディカル事業およびコスメティック事業をそ

の他事業から分離することとしました。  

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を当第１四半期連結累計期間において用いた事業区分

の方法により区分すると次のようになります。 

（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〕

  
高純度薬品
事業 

（百万円） 

運輸事業 
(百万円) 

その他事業 
（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  6,260  1,185  52  7,499  －  7,499

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1  685  43  731 (731)  －

計  6,261  1,871  96  8,230 (731)  7,499

営業利益（又は損失(△)）  671  162  △103  730  0  730

  
高純度 
薬品事業 
（百万円） 

運輸事業 
(百万円) 

  
メディカル
事業 

（百万円）
  

コスメ 
ティック 
事業 

（百万円）

その他 
事業 

（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 
 4,336  991  －  17  41  5,387  －  5,387

（2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 0  532  －  －  37  570 (570)  －

計  4,336  1,524  －  17  78  5,958 (570)  5,387

営業利益（又は

損失(△)） 
 562  138  △209  △45  △21  423  0  423
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  
高純度 
薬品事業 
（百万円） 

運輸事業 
(百万円) 

  
メディカル
事業 

（百万円）
  

コスメ 
ティック 
事業 

（百万円）

その他 
事業 

（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 
 6,260  1,185  －  11  41  7,499  －  7,499

（2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1  685  －  －  43  731 (731)  －

計  6,261  1,871  －  11  85  8,230 (731)  7,499

営業利益（又は

損失(△)） 
 671  162  △73  △35  6  730  0  730

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア諸国 
(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  7,368  130  7,499  －  7,499

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 252  1,725  1,977 (1,977)  －

計  7,621  1,855  9,476 (1,977)  7,499

営業利益  730  △17  712  17  730

  
日本 

（百万円） 
アジア諸国 
(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  5,248  138  5,387  －  5,387

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 155  724  880 (880)  －

計  5,403  863  6,267 (880)  5,387

営業利益  372  61  433  △10  423
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

   

 該当事項はありません。 

   

 特記事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア諸国 北米 欧州諸国 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  2,456  184  178  1  2,820

Ⅱ．連結売上高（百万円）          7,499

Ⅲ．海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
 32.7  2.5  2.4  0.0  37.6

  アジア諸国 北米 欧州諸国 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  1,910  121  26  0  2,060

Ⅱ．連結売上高（百万円）          5,387

Ⅲ．海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
 35.5  2.2  0.5  0.0  38.2

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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