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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 29,933 △25.9 912 △63.7 2,687 △41.6 1,894 △43.1

21年3月期第1四半期 40,412 ― 2,515 ― 4,602 ― 3,329 ―

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 12.45 ―

21年3月期第1四半期 21.88 ―

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 166,351 77,092 43.6 476.29
21年3月期 168,180 75,341 42.1 464.88

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  72,454百万円 21年3月期  70,721百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 6.00 6.00

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

61,000 △22.8 600 △84.9 2,200 △69.3 1,700 △68.3 11.17

通期 140,000 △7.3 5,100 △11.8 8,000 △33.3 5,700 △15.6 37.46



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、３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、３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 

平成22年３月期の第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、現在集計中であり、業績予想の修正が必要な場合は、適宜開示いたします。 
なお、通期の連結業績予想につきましては、第２四半期累計期間決算発表時に見直しを行う予定であります。 

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 154,317,630株 21年3月期  154,317,630株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,194,008株 21年3月期  2,190,118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 152,125,572株 21年3月期第1四半期 152,161,479株



  

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展や中国向けの需要回復等により、一部に持ち直

しの動きがみられるようになったものの、設備投資の大幅な減少や雇用情勢の急速な悪化が続く等、景気は依然と

して厳しい状況で推移いたしました。 

化学業界におきましては、需要面では中国をはじめとするアジア向けの輸出が回復しつつある一方、原油価格の

上昇に伴い原燃料費用が収益を圧迫する等、厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のもと当社グループにおきましては、製品の拡販や固定費・経費の削減に取り組む等、収益の改

善に努めましたが、昨年秋口から続く世界的な景気悪化の影響に加え、「化学品事業」においてはPCB無害化処理関

連の処理施設売上の減少等により、当第1四半期連結会計期間の売上高は299億３千３百万円（前年同期比25.9％

減）、営業利益は９億１千２百万円（前年同期比63.7％減）、経常利益は持分法による投資利益の計上等により26

億８千７百万円（前年同期比41.6％減）、また、四半期純利益は18億９千４百万円（前年同期比43.1％減）となり

ました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

[化学品事業] 

ＰＣＢ無害化処理関連において処理施設の売上計上が前期をもって概ね一巡したことに加え、景気悪化の影響に

より自動車・ＩＴ産業向け製品を中心に需要が減少し、当第１四半期会計期間の売上高は152億４千５百万円（前年

同期比32.8％減）となりました。 

[農業化学品事業] 

殺菌剤「トップジンＭ」、殺虫剤「モスピラン」及び殺ダニ剤「ニッソラン」等の輸出向けの出荷が販売先の在

庫調整の影響等により減少し、当第１四半期会計期間の売上高は86億４千３百万円（前年同期比9.7％減）となりま

した。 

[その他事業] 

亜鉛建値の下落や景気悪化の影響を受け、「非鉄金属他部門」を中心に減収となり、当第１四半期会計期間の売

上高は60億４千３百万円（前年同期比25.7％減）となりました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の資産は、現金及び預金が20億８千２百万円減少し、受取手形及び売掛金が33億９

千４百万円減少したこと等により、資産合計では前連結会計年度末に比べ18億２千８百万円減少し、1,663億５千１

百万円となりました。 

 負債につきましては、支払手形及び買掛金が15億６千２百万円減少し、借入金が25億４千１百万円減少したこと

等により、負債合計では前連結会計年度末に比べ35億７千９百万円減少し、892億５千９百万円となりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は43.6％と、前連結会計年度末に比べ1.5ポイント増加い

たしました。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益26億４千６百万

円に加え、売上債権の減少34億７千２百万円等があったものの、仕入債務の減少16億６千９百万円等により、33億

１千万円の収入（前年同期比37.5％減）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出17億４千６百万円等により17億８千６

百万円の支出（前年同期比59.3％増）となり、財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金の返済25億４千１

百万円等により36億４千６百万円の支出（前年同期は５億２千３百万円の支出）であったことから、当第１四半期

連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ21億１千６百万円減少し、154億３千３百万円と

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
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 平成22年３月期の第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、本年５月15日に売上高610億円、営業利益

６億円、経常利益22億円、当期純利益17億円と発表いたしましたが、これについては現在集計中であり、修正が必要

な場合は、適宜開示いたします。 

 なお、通期の連結業績予想（本年５月15日発表 売上高1,400億、営業利益51億円、経常利益80億、当期純利益57

億円）につきましては、第２四半期累計期間決算発表時に見直しを行う予定であります。  

  

   該当事項はありません。  

  

 ①簡便な会計処理 

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

 ・会計処理基準に関する事項の変更 

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、当第１四半期連結会計期間末までの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、この変更による損益への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 15,461 17,543

受取手形及び売掛金 37,412 40,807

たな卸資産 26,380 24,565

繰延税金資産 1,913 1,648

その他 3,082 2,601

貸倒引当金 △242 △247

流動資産合計 84,008 86,917

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,247 16,530

機械装置及び運搬具（純額） 13,143 13,611

工具、器具及び備品（純額） 1,463 1,529

土地 14,784 14,766

リース資産（純額） 884 862

建設仮勘定 1,188 204

有形固定資産合計 47,712 47,503

無形固定資産   

その他 1,177 1,281

無形固定資産合計 1,177 1,281

投資その他の資産   

投資有価証券 27,490 26,473

長期前払費用 562 575

繰延税金資産 1,471 1,527

その他 3,999 3,973

貸倒引当金 △72 △72

投資その他の資産合計 33,451 32,476

固定資産合計 82,342 81,262

資産合計 166,351 168,180



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,546 21,109

短期借入金 37,364 40,111

未払法人税等 715 750

賞与引当金 3,475 2,325

その他 5,300 5,848

流動負債合計 66,402 70,144

固定負債   

長期借入金 16,002 15,796

繰延税金負債 1,125 609

退職給付引当金 2,335 2,700

その他 3,394 3,587

固定負債合計 22,856 22,693

負債合計 89,259 92,838

純資産の部   

株主資本   

資本金 29,166 29,166

資本剰余金 26,094 26,094

利益剰余金 18,023 17,042

自己株式 △588 △586

株主資本合計 72,696 71,716

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,284 615

繰延ヘッジ損益 △92 △121

為替換算調整勘定 △1,434 △1,489

評価・換算差額等合計 △241 △995

少数株主持分 4,637 4,619

純資産合計 77,092 75,341

負債純資産合計 166,351 168,180



（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 40,412 29,933

売上原価 31,565 23,148

売上総利益 8,846 6,784

販売費及び一般管理費 6,330 5,872

営業利益 2,515 912

営業外収益   

受取利息 8 4

受取配当金 295 170

受取賃貸料 137 116

持分法による投資利益 1,753 1,876

その他 401 185

営業外収益合計 2,595 2,353

営業外費用   

支払利息 229 218

不動産賃貸原価 96 68

出向者給与 89 127

その他 93 164

営業外費用合計 509 578

経常利益 4,602 2,687

特別利益   

受取補償金 473 －

投資有価証券売却益 18 －

その他 2 －

特別利益合計 494 －

特別損失   

事業構造改善費用 － 34

固定資産廃棄損 2 2

その他 1 3

特別損失合計 3 40

税金等調整前四半期純利益 5,093 2,646

法人税、住民税及び事業税 787 909

法人税等調整額 934 △176

法人税等合計 1,721 732

少数株主利益 42 20

四半期純利益 3,329 1,894



（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 5,093 2,646

減価償却費 1,894 1,533

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,155 1,150

退職給付引当金の増減額（△は減少） △92 △365

受取利息及び受取配当金 △303 △175

支払利息 229 218

持分法による投資損益（△は益） △1,753 △1,876

売上債権の増減額（△は増加） 1,117 3,472

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,073 △1,797

仕入債務の増減額（△は減少） 1,358 △1,669

その他 △6 △952

小計 5,618 2,183

利息及び配当金の受取額 680 2,239

利息の支払額 △236 △240

法人税等の支払額 △769 △872

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,293 3,310

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 △1,131 △1,746

無形固定資産の取得による支出 △23 △11

その他 33 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,121 △1,786

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） 2,850 △2,100

長期借入れによる収入 － 2,000

長期借入金の返済による支出 △2,242 △2,441

配当金の支払額 △913 △901

その他 △217 △203

財務活動によるキャッシュ・フロー △523 △3,646

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,569 △2,116

現金及び現金同等物の期首残高 9,326 17,549

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,895 15,433



 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） 

  

 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）及び当第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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の金額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

   

 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） 

  

（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 
（百万円） 

農業化学品
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  22,701  9,573  8,136  40,412  －  40,412

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5  92  1,245  1,343  (1,343)  －

計  22,707  9,665  9,381  41,755  (1,343)  40,412

営業利益  1,595  557  196  2,349  166  2,515

  
化学品事業 
（百万円） 

農業化学品
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  15,245  8,643  6,043  29,933  －  29,933

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 0  84  756  842  (842)  －

計  15,246  8,728  6,800  30,775  (842)  29,933

営業利益（又は営業損失）  1,263  △227  △161  874  38  912

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア地域 欧州地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,236  2,662  2,139  1,575  11,613

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          40,412

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 13.0  6.6  5.3  3.9  28.7

  アジア地域 欧州地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,421  2,664  1,524  1,362  8,971

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          29,933

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 11.4  8.9  5.1  4.6  30.0
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 該当事項はありません。 

  

（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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