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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 35,329 △19.5 5,261 △27.2 5,935 △28.0 4,036 △19.5

21年3月期第1四半期 43,862 ― 7,227 ― 8,241 ― 5,013 ―

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 23.42 ―

21年3月期第1四半期 28.08 ―

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 170,725 100,603 58.2 577.02
21年3月期 172,344 96,777 55.5 555.14

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  99,437百万円 21年3月期  95,672百万円

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 ― 12.00 ― 10.00 22.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 12.00 22.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

69,000 △15.5 4,600 △51.7 5,200 △47.8 3,400 △44.0 19.73

通期 155,000 △3.2 14,000 △19.7 14,000 △17.1 8,900 △11.5 51.65



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、５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） 

［（注）詳細は、５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 

 本資料に記載されている業績予想は本資料の発表日現在において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っ
て予想値と異なる場合があります。 

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） 22年3月期第1四半期 174,000,000株 21年3月期  174,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,670,371株 21年3月期  1,659,622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 172,334,160株 21年3月期第1四半期 178,560,941株



当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）においては、中国を始め、欧米各
国が実施した景気支援策により、景気後退による大幅な生産調整を緩和する動きが一部で見られ、景況感
に下げ止まりの兆しもありましたが、全般的な国内経済の状況は、雇用情勢の悪化に伴い個人消費が低迷
していることに加え、設備投資も依然として抑制されており、引き続き厳しいものとなりました。 
  
このような情勢のもと化学品部門では、昨年秋以降の液晶パネル・半導体メーカーによる在庫縮小の影

響を受け、減少傾向にあった「サンエバー」（液晶表示用材料ポリイミド）、「ARC」(半導体用反射防止
コーティング材)など電子材料関連製品の出荷が、中国政府による「家電下郷」などの消費刺激策効果も
あり、前第4四半期（平成21年１月１日～平成21年３月31日）からは大きく改善したものの、売上は前年
同期を下回る水準に止まりました。 また「テピック」（封止材用等特殊エポキシ）、「スノーテック
ス」（電子材料用研磨剤、各種材料用表面処理剤等）など有機・無機材料の主要製品を始め、メラミン、
アンモニア、硫酸、硝酸など基礎化学品の売上も前年同期を下回り、当部門の売上高は222億54百万円
（前年同期比75億31百万円減）、営業利益は33億23百万円（前年同期比13億28百万円減）となりました。
  
農業化学品部門は、本年初頭に上市した新規殺ダニ剤「スターマイト」、「バリュースター」の売上が

純増となったものの、流通在庫の調整により「ラウンドアップ」（非選択性茎葉処理除草剤）の販売が減
少し、「シリウス」（水稲用除草剤）の売上も前年同期を下回ったことなどから、当部門の売上高は89億
11百万円（前年同期比10億95百万円減）、営業利益は９億45百万円（前年同期比８億45百万円減）となり
ました。 
  
医薬品部門では、高脂血症治療薬「リバロ」の原薬出荷が順調に拡大したことから、当部門の売上高は

22億54百万円（前年同期比２億30百万円増）、営業利益は９億84百万円（前年同期比１億48百万円増）と
なりました。 
  
またその他の部門の売上高は19億８百万円（前年同期比１億36百万円減）、営業利益は１億48百万円

（前年同期比１億30百万円増）となりました。 
  
以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、353億29百万円（前年同期比85億32百万円

減、同19.5％減）、経常利益は59億35百万円（前年同期比23億５百万円減、同28.0%減）、四半期純利益
は40億36百万円（前年同期比９億77百万円減、同19.5%減）となりました。 

  

（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の総資産は、投資有価証券は増加したものの、売上債権、その他流動資産

が減少したことなどにより、前連結会計年度末比16億19百万円減の1,707億25百万円となりました。 

 負債合計も有利子負債残高や賞与引当金が減少したことなどから、前連結会計年度末比54億45百万円減

少し、701億21百万円となりました。 

 また、純資産は前連結会計年度末比38億26百万円増の1,006億３百万円となりました。この結果、自己

資本比率は前連結会計年度末比2.7%増加し、58.2%になりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、減価償

却費、運転資金の増減などから法人税等の支払額を控除した結果、96億37百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、化学品部門などの設備投資や投資有価証券の取得などがあり40

億81百万円の支出となりました。 

 また、財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払、借入金の返済をしたことにより48億11

百万円の支出となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、換算差額１億30百万円を加え、前連結会計年度末に

比較して８億73百万円増加し、105億45百万円となりました。 

  

・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



第１四半期に引き続き、電子材料関連市場では、中国を始めとする各国の消費刺激策などにより、液晶
パネルメーカー、半導体メーカーが生産調整を緩和する動きが見られることに伴い、第２四半期において
も「サンエバー」、「ARC」など当社主要製品の売上が当初計画を上回る見込みです。 
 またそれ以外の製品につきましても、「テピック」、「スノーテックス」などの売上が比較的順調に推
移していることから、第２四半期累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）の業績予想を下記の
通り修正いたしました。尚、第3四半期以降の事業環境は依然として不透明であることから、通期業績予
想についての修正はありません。 
  
平成22年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

 
  
  

平成22年３月期第２四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

 
  
  
  
  
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当り

四半期純利益

 前回発表予想（A） 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

（平成21年５月15日） 64,000 1,000 1,100 600 3.48

 今回修正予想（B) 69,000 4,600 5,200 3,400 19.73

 増減額（B－A） 5,000 3,600 4,100 2,800 －

 増減率（%） 7.8 360.0 372.7 466.7 －

（ご参考） 
前期第２四半期実績

81,684 9,524 9,965 6,072 34.24
（平成21年３月期第２
四半期）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当り

四半期純利益

 前回発表予想（A） 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

（平成21年５月15日） 42,000 0 300 200 1.16

 今回修正予想（B) 49,000 3,300 3,300 2,200 12.77

 増減額（B－A） 7,000 3,300 3,000 2,000 －

 増減率（%） 16.7 － 1,000.0 1,000.0 －

（ご参考） 
前期第２四半期実績

－ － － － －
（平成21年３月期第２
四半期）



該当事項はありません。 
  

固定資産の減価償却費の算定方法 
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。 
  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契
約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より
適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認め
られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につい
ては工事完成基準を適用しております。 
なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 
  

  

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



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 10,545 9,671 

受取手形及び売掛金 48,509 51,262 

商品及び製品 24,673 24,882 

仕掛品 630 311 

原材料及び貯蔵品 5,878 5,754 

その他 4,579 6,631 

貸倒引当金 △19 △18 

流動資産合計 94,798 98,494 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,850 18,928 

その他（純額） 32,237 32,730 

有形固定資産合計 51,087 51,658 

無形固定資産 855 812 

投資その他の資産   

投資有価証券 21,562 18,178 

その他 2,678 3,456 

貸倒引当金 △256 △257 

投資その他の資産合計 23,983 21,378 

固定資産合計 75,926 73,850 

資産合計 170,725 172,344 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,602 13,425 

短期借入金 23,588 25,820 

未払法人税等 1,639 548 

賞与引当金 548 1,733 

役員賞与引当金 6 151 

その他 10,236 11,427 

流動負債合計 48,622 53,108 

固定負債   

長期借入金 18,847 19,649 

退職給付引当金 595 611 

その他 2,055 2,199 

固定負債合計 21,499 22,459 

負債合計 70,121 75,567 



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,942 18,942 

資本剰余金 13,611 13,611 

利益剰余金 68,027 65,713 

自己株式 △1,884 △1,875 

株主資本合計 98,696 96,391 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,627 470 

為替換算調整勘定 △885 △1,189 

評価・換算差額等合計 741 △719 

少数株主持分 1,166 1,104 

純資産合計 100,603 96,777 

負債純資産合計 170,725 172,344 



(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 43,862 35,329 

売上原価 27,656 21,448 

売上総利益 16,205 13,881 

販売費及び一般管理費 8,977 8,619 

営業利益 7,227 5,261 

営業外収益   

受取利息 13 9 

受取配当金 353 287 

持分法による投資利益 312 420 

その他 855 348 

営業外収益合計 1,533 1,065 

営業外費用   

支払利息 163 160 

投資有価証券評価損 137 － 

たな卸資産処分損 104 153 

その他 114 77 

営業外費用合計 520 390 

経常利益 8,241 5,935 

特別利益 － － 

特別損失 － － 

税金等調整前四半期純利益 8,241 5,935 

法人税、住民税及び事業税 2,338 1,534 

法人税等調整額 818 317 

法人税等合計 3,157 1,852 

少数株主利益 70 46 

四半期純利益 5,013 4,036 



(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 8,241 5,935 

減価償却費 2,163 2,362 

受取利息及び受取配当金 △366 △296 

支払利息 163 160 

固定資産処分損益（△は益） 75 53 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11 △15 

売上債権の増減額（△は増加） △1,011 2,863 

たな卸資産の増減額（△は増加） △835 △156 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,750 △895 

未払金の増減額（△は減少） △65 △244 

未払費用の増減額（△は減少） △211 △852 

その他 △1,217 886 

小計 5,175 9,800 

利息及び配当金の受取額 366 296 

利息の支払額 △89 △91 

法人税等の支払額 △5,332 △368 

営業活動によるキャッシュ・フロー 119 9,637 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △534 △3,007 

投資有価証券の売却による収入 2,000 2,041 

有形固定資産の取得による支出 △1,567 △3,329 

有形固定資産の売却による収入 7 72 

有形固定資産の除却による支出 △49 △21 

無形固定資産の取得による支出 △124 △94 

短期貸付金の純増減額（△は増加） △1,137 244 

その他 △339 13 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,744 △4,081 

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） 13,073 △2,267 

長期借入れによる収入 315 － 

長期借入金の返済による支出 △960 △810 

配当金の支払額 △1,797 △1,723 

少数株主への配当金の支払額 △83 － 

自己株式の取得による支出 △5,021 △12 

その他 1 1 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,528 △4,811 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 130 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,892 873 

現金及び現金同等物の期首残高 7,639 9,671 

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,532 10,545 



該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

 
(注) １ 当社グループの事業は、事業の種類・性質の類似性を考慮し、化学品事業、農業化学品事業、医薬品事業、 

  その他の事業に区分しております。 
  

２ 各事業区分の主要製品 

 
  

(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)

農業
化学品 
事業 

(百万円)

医薬品
事業 

(百万円)

その他の
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

29,786 10,006 2,024 2,044 43,862 ― 43,862

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

435 447 ― 2,519 3,402 （ 3,402 ） ―

計 30,221 10,454 2,024 4,564 47,265 （ 3,402 ） 43,862

営業利益 4,651 1,790 836 17 7,296 （   68 ） 7,227

化学品事業 
(百万円)

農業
化学品 
事業 

(百万円)

医薬品
事業 

(百万円)

その他の
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

22,254 8,911 2,254 1,908 35,329 ― 35,329

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

330 44 ― 5,531 5,905 （ 5,905 ） ―

計 22,584 8,955 2,254 7,439 41,235 （ 5,905 ） 35,329

営業利益 3,323 945 984 148 5,401 （  140 ） 5,261

事業区分 主要製品

化学品事業

基礎化学品(メラミン、硫酸、硝酸、アンモニア等) 

環境化学品(殺菌消毒剤等) 

無機材料(電子材料用研磨剤等無機コロイド等) 

有機材料(封止材用等特殊エポキシ、難燃剤等) 

電子材料(液晶表示用材料ポリイミド、半導体用反射防止コーティング材

等)等

農業化学品事業
農薬(除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺虫殺菌剤、植物成長調整剤) 

肥料(高度化成等)等

医薬品事業 高脂血症治療薬原薬、高血圧・狭心症治療薬

その他の事業 造園緑化、環境調査、運送、プラントエンジニアリング等



【所在地別セグメント情報】 

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、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(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

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) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア等：アジア、オセアニア 

欧米等：北米、中南米、欧州、アフリカ 

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あります。 

  

該当事項はありません。 

  

アジア等 欧米等 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,294 2,157 12,452

Ⅱ 連結売上高(百万円) 43,862

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.5 4.9 28.4

アジア等 欧米等 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,635 1,464 10,100

Ⅱ 連結売上高(百万円) 35,329

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.4 4.1 28.6

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記




