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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,150 △28.1 △107 ― △104 ― △81 ―

21年3月期第1四半期 2,992 ― 38 ― 40 ― 16 ―

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 △3.74 ―

21年3月期第1四半期 0.74 ―

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 17,517 9,325 53.2 426.54
21年3月期 17,094 9,371 54.8 428.61

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,325百万円 21年3月期  9,371百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

3.  平成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）

（注）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 
累計期間

5,070 △11.3 200 △19.5 150 △12.7 70 △25.7 3.20

通期 10,700 2.8 440 149.5 350 405.5 170 ― 7.77
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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. その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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. その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 21,974,000株 21年3月期  21,974,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  109,982株 21年3月期  108,062株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 21,864,378株 21年3月期第1四半期 21,885,643株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の数値は、様々な要
因により上記数値と異なる場合があります。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来の米国サブプライムローン問題に端を発した世

界的な不況からの出口が見出せない中、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の落ち込みなど、実態経

済の低迷が続いています。また、先行きについても景気の早期回復は期待できず、不透明な状況が続く

ものと予測されます。 

 化学工業におきましても、世界的な不況に伴う大幅な減産・在庫調整は一巡しましたが、その後も需

要回復の足どりは予想以上に重く沈滞しており、非常に厳しい事業環境となりました。 

 このような状況の中で、当社は全力を挙げた営業活動を展開するとともに、経費削減や生産効率の改

善などを実施いたしましたが、売上高、利益面ともに好調であった前年同期に比べ大幅に減少する結果

となっております。 

 当第１四半期累計期間の売上高は、21億50百万円となり、前年同期に比べ8億41百万円と大幅に減少

いたしました。減収の主な要因といたしましては、医薬品関係および食品添加物関係部門における主力

製品であるアミノ酸およびビタミン原料の輸出売上高の減少、ならびに工業薬品その他部門における特

殊触媒の売上高の減少などによるものであります。また、たばこの香料および同材料関係部門の売上高

は、日本たばこ産業グループ向けの販売終了に伴い、前年同期に比べ減少いたしました。 

 利益面におきましても、全社的な経費削減等の取り組みを実施いたしましたが、売上高の大幅減に伴

い、営業損失は1億7百万円（前年同期は営業利益38百万円）、経常損失は1億4百万円（前年同期は経常

利益40百万円）、四半期純損失は81百万円（前年同期は四半期純利益16百万円）となり、いずれも減少

いたしました。 
  

  部門別の売上高の内訳                 金額：百万円、構成比：％ 

 
(注) １ 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２  たばこの香料および同材料関係については、当第１四半期累計期間から工業薬品その他に含めて表示して

おります。(当第１四半期累計期間実績 金額8百万円 構成比0.4%) 
  

(1) 財政状態の分析 

 当第１四半期会計期間末における各貸借対照表項目の増減要因は、つぎのとおりであります。 

(流動資産) 

 当第１四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末から695百万円増加いたしました。これは主

に、現金及び預金、製品と受取手形及び売掛金の増加と原材料の減少によるものであります。 

(固定資産) 

 当第１四半期会計期間末の固定資産は、前事業年度末から272百万円減少いたしました。これは主

に、長期性預金の減少、機械及び装置の減価償却による減少と投資有価証券の評価差益増加によるもの

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

平成21年3月期 平成22年3月期 (参考) 
平成21年3月期通期第１四半期累計期間 第１四半期累計期間

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

たばこの香料および同材料関係 115 3.9 ─ ─ 391 3.8

医薬品関係 1,016 33.9 711 33.1 3,948 37.9

食品添加物関係 537 18.0 395 18.4 2,063 19.8

工業薬品その他 1,322 44.2 1,043 48.5 4,007 38.5

合 計 2,992 100.0 2,150 100.0 10,411 100.0

2. 財政状態に関する定性的情報
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であります。 

(流動負債) 

 当第１四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末から1,481百万円増加いたしました。これは主

に、1年内返済予定の長期借入金の増加によるものであります。 

(固定負債) 

 当第１四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末から1,012百万円減少いたしました。これは主

に、長期借入金を流動負債の1年内返済予定の長期借入金に振替えたものであります。 

(純資産) 

 当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末から45百万円減少いたしました。これは主

に、配当金の支払と四半期純損失計上による利益剰余金の減少とその他有価証券評価差額金の増加によ

るものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は 323百万円となり前事

業年度末に比べ152百万円増加いたしました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により減少した資金は260百万円となりました。これは主に、減価償却費219百万円等による

資金の増加と、売上債権の増加404百万円等による資金の減少との差額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) 

投資活動の結果減少した資金は11百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

138百万円等と、定期預金の払戻しによる収入130百万円等との差額によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により増加した資金は425百万円となりました。これは主に、短期借入による収入480百万円

によるものであります。 

  

今後の経済見通しにつきましては、世界的な金融不安とそれに伴う不況の長期化、原油価格や為替相

場の変動、生産・在庫調整の動向など不透明な要因がさらに継続すると予想され、事業環境は引き続き

不安定な状況にあると思われます。 

 このような情勢の中、当社は全力を挙げて利益確保を図るとともに、将来の成長分野を見据え、引き

続き諸施策の実施に取り組んでまいります。 

 現時点における当社の平成22年3月期第2四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、平成

21年5月15日に発表いたしました業績予想と変更はありません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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① 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業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定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 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、事業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。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を

含む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(累計期間)に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境、かつ、一時差異の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

(四半期貸借対照表) 

 前第１四半期会計期間末において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「1年内返済予

定の長期借入金」(前第１四半期会計期間末200,000千円)は、重要性が増したため当第１四半期会計期

間末においては独立掲記することとしました。 

  
  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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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５．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期 
会計期間末 

(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 643,386 420,957

受取手形及び売掛金 2,961,075 2,556,087

製品 2,535,257 2,281,308

仕掛品 609,253 702,711

原材料 622,113 744,483

その他 408,608 379,106

貸倒引当金 △300 △300

流動資産合計 7,779,394 7,084,354

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,788,185 1,816,231

機械及び装置（純額） 1,862,769 1,986,329

土地 3,198,523 3,198,523

その他（純額） 784,244 779,068

有形固定資産合計 7,633,723 7,780,152

無形固定資産 72,205 74,952

投資その他の資産   

投資有価証券 1,424,305 1,290,084

その他 608,231 865,342

投資その他の資産合計 2,032,537 2,155,426

固定資産合計 9,738,465 10,010,532

資産合計 17,517,860 17,094,887

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,529,566 1,477,109

短期借入金 1,540,000 1,060,000

1年内返済予定の長期借入金 1,286,000 286,000

未払金 155,583 139,322

未払法人税等 3,413 14,420

賞与引当金 78,973 121,228

その他 398,481 412,782

流動負債合計 4,992,018 3,510,862

固定負債   

社債 567,000 567,000

長期借入金 787,000 1,796,000

再評価に係る繰延税金負債 814,611 814,611

退職給付引当金 948,256 948,265

役員退職慰労引当金 83,000 86,200

固定負債合計 3,199,867 4,212,076

負債合計 8,191,885 7,722,939
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(単位：千円)

当第１四半期 
会計期間末 

(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,471,000 3,471,000

資本剰余金 3,250,140 3,250,140

利益剰余金 2,712,042 2,837,535

自己株式 △38,304 △37,729

株主資本合計 9,394,878 9,520,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,776 △63,165

繰延ヘッジ損益 81 △71

土地再評価差額金 △85,761 △85,761

評価・換算差額等合計 △68,903 △148,998

純資産合計 9,325,974 9,371,948

負債純資産合計 17,517,860 17,094,887
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(2) 四半期損益計算書 
第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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 2,992,347 2,150,525

売上原価 2,413,983 1,761,008

売上総利益 578,364 389,517

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 105,237 106,974

役員退職慰労引当金繰入額 5,850 6,100

賞与引当金繰入額 20,121 21,645

退職給付費用 10,967 8,765

研究開発費 142,598 141,198

その他 255,248 212,179

販売費及び一般管理費合計 540,022 496,862

営業利益又は営業損失（△） 38,341 △107,345

営業外収益   

受取利息 877 504

受取配当金 17,866 22,915

雑収入 6,786 3,336

営業外収益合計 25,530 26,757

営業外費用   

支払利息 17,257 16,618

社債利息 3,253 2,706

雑損失 3,045 4,440

営業外費用合計 23,556 23,765

経常利益又は経常損失（△） 40,315 △104,353

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 8,314 －

特別利益合計 8,314 －

特別損失   

固定資産除却損 17,723 8,407

特別損失合計 17,723 8,407

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 30,906 △112,761

法人税等 14,690 △31,000

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,216 △81,761
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

30,906 △112,761

減価償却費 300,131 219,390

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,937 △42,255

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,584 14,522

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,850 6,100

固定資産除却損 17,723 8,407

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △8,314 －

受取利息及び受取配当金 △18,744 △23,420

雑収入 △6,786 △3,336

支払利息 20,511 19,324

雑損失 2,903 3,369

売上債権の増減額（△は増加） △329,998 △404,988

たな卸資産の増減額（△は増加） 364,557 △61,698

仕入債務の増減額（△は減少） △153,783 △15,883

未払又は未収消費税等の増減額 △30,014 30,674

その他 73,584 102,474

小計 170,004 △260,079

利息及び配当金の受取額 19,255 23,963

利息の支払額 △16,352 △17,592

その他の収入 2,121 1,472

法人税等の支払額 △52,573 △8,141

営業活動によるキャッシュ・フロー 122,456 △260,378

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 － 130,000

有形固定資産の取得による支出 △106,079 △138,800

有形固定資産の除却による支出 △2,358 △2,228

無形固定資産の取得による支出 △3,774 △3,150

投資その他の資産の増減額（△は増加） 25,507 2,612

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,704 △11,566

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） 258,750 480,000

長期借入金の返済による支出 － △9,000

社債の償還による支出 △20,000 －

自己株式の取得による支出 △477 △574

配当金の支払額 △154,208 △44,545

財務活動によるキャッシュ・フロー 84,064 425,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,760 △1,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 121,576 152,429

現金及び現金同等物の期首残高 189,088 170,957

現金及び現金同等物の四半期末残高 310,665 323,386
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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(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。 

３ 医薬品関係・食品添加物関係については、両方に使用される製品があるため生産実績では一括して表示して

おります。 

４ たばこの香料および同材料関係については、当第１四半期累計期間から工業薬品その他に含めて表示してお

ります。(当第１四半期累計期間実績 22,593千円) 
  

当社は受注による生産は僅かであり、主として見込み生産によっておりますので、受注ならびに受注

残について、特に記載すべき事項はありません。 
  

 
(注) １ たばこの香料および同材料関係については、当第１四半期累計期間から工業薬品その他に含めて表示してお

ります。(当第１四半期累計期間実績 8,018千円) 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。( )内は総販売実績に対する輸出高の割

合であります。 

 
４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
※１ 前第１四半期累計期間の㈱山口薬品商会の販売高は82,968千円、割合は2.8%となっております。 

※２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

(1) 生産実績

種別

前第１四半期累計期間
(平成20年４月～平成20年６月)

当第１四半期累計期間
(平成21年４月～平成21年６月)

金額(千円) 金額(千円)

たばこの香料および同材料関係 110,356 ─

医薬品関係・食品添加物関係 1,309,792 780,780

工業薬品その他 1,105,868 1,274,706

合計 2,526,016 2,055,486

(2) 受注状況

(3) 販売実績

種別

前第１四半期累計期間
(平成20年４月～平成20年６月)

当第１四半期累計期間
(平成21年４月～平成21年６月)

金額(千円) 金額(千円)

たばこの香料および同材料関係 115,650 ─

医薬品関係 1,016,339 711,157

食品添加物関係 537,631 395,423

工業薬品その他 1,322,725 1,043,944

合計 2,992,347 2,150,525

輸出先
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

販売金額(千円) 割合(％) 販売金額(千円) 割合(％)

アジア 391,626 35.9 361,109 46.2

ヨーロッパ 353,869 32.4 187,653 24.0

北アメリカ 283,459 25.9 194,194 24.9

その他 63,528 5.8 37,979 4.9

計
1,092,484
(36.5％)

100.0
780,938
(36.3％)

100.0

相手先

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱山口薬品商会 ─ ─ 239,385 11.1

住友化学㈱ 463,607 15.5 216,312 10.1
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