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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 3,081 △29.7 33 △80.5 17 △89.8 5 △93.0

21年3月期第1四半期 4,384 ― 170 ― 174 ― 77 ―

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 0.38 ―

21年3月期第1四半期 5.38 ―

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 16,642 5,053 30.4 351.83
21年3月期 17,423 5,043 28.9 351.07

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,053百万円 21年3月期  5,043百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 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

7,800 △12.3 130 39.7 90 11.3 60 ― 4.17

通期 16,600 △3.2 370 93.4 280 88.7 740 ― 51.49
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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、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） 

(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 

・ 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。実際の実績 
等は業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、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。 

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 14,440,000株 21年3月期  14,440,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  75,267株 21年3月期  74,081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 14,365,271株 21年3月期第1四半期 14,377,655株
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【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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安が実体経済に波及し、輸出関

連企業をはじめとして企業収益が著しく悪化し、雇用情勢や所得環境が厳しさを増すなか、個人消

費は依然低迷し、先行き不透明な状況のまま推移いたしました。 

化学業界におきましても、川下製造業における在庫調整が続く中、需要が著しく低下し、生産・販

売ともに非常に厳しい環境が引き続いております。 

このような状況の中で、当社グループは、前期に引き続き生産設備の一層の効率的稼動ならびに経

費の更なる圧縮に努めてまいりました。 
この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は30億81百万円となり、前第１四半

期連結累計期間に比べて13億３百万円の減収となりました。 

損益面におきましても、営業利益33百万円、経常利益17百万円、四半期純利益５百万円となり、前

第１四半期連結累計期間を大幅に下回りました。 

[事業部門別の売上高の概況] 

当第１四半期 前年第１四半期 増 減 
区  分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

精 密 化 学 品 部 門 1,083 35.2 1,370 31.2 △286 △20.9

機 能 材 部 門 513 16.7 864 19.7 △351 △40.6

機 能 樹 脂 部 門 456 14.8 622 14.2 △165 △26.6

化 成 品 部 門 933 30.3 1,423 32.5 △489 △34.4

 

化学工業セグメント 2,987 97.0 4,280 97.6 △1,292 △30.2

その他セグメント 93 3.0 104 2.4 △11 △10.8

合  計 3,081 100.0 4,384 100.0 △1,303 △29.7

①【化学工業セグメント】 

当セグメントの売上高は、29億87百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べて12億92

百万円の減収となりました。 

(精密化学品部門) 

農薬中間体および電子材料の出荷数量が減少したため、売上高は10億83百万円と、前第１

四半期連結累計期間に比べて２億86百万円の減収となりました。 

(機能材部門) 

瞬間接着剤は、汎用分野での出荷が減少し、またゴム薬品についても前第４四半期連結会

計期間以降の自動車関連の減産の影響が継続しており、出荷数量が大幅に減少したため、売

上高は５億13百万円と、前第１四半期連結累計期間に比べて３億51百万円の減収となりまし

た。 

(機能樹脂部門) 

加工樹脂およびワニスとも、昨年後半以降の景気悪化の影響をうけ、出荷数量が大幅に減

少し、売上高は４億56百万円と、前第１四半期連結累計期間に比べて１億65百万円の減収と

なりました。 

(化成品部門) 

可塑剤についても、昨年後半以降の景気悪化の影響が回復せず出荷数量が大幅に減少し、

売上高は９億33百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べて４億89百万円の減収とな

りました。 

②【その他セグメント】 

当セグメントの化学分析受託事業の売上高は、作業環境測定が減少し93百万円となり、前

第１四半期連結累計期間に比べて11百万円の減収となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産額は166億42百万円となり、前連結会計年度末と比較して７

億80百万円の減少となりました。これは、受取手形及び売掛金の12億４百万円の減少、および電子

材料製造設備増強起業（第２期）完成等による建設仮勘定の増加６億円が主な要因であります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債総額は、115億88百万円となり、前連結会計年度末と比較して

７億91百万円の減少となりました。これは、支払手形及び買掛金が６億98百万円減少したことが主

な要因であります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、50億53百万円となり、前連結会計年度末と比較して10

百万円の増加となりました。これは、利益剰余金が期末配当を実施したこと等により38百万円減少

いたしましたが、海外子会社の連結時に発生する為替換算調整勘定が39百万円増加し、保有する有

価証券の評価差額が９百万円増加したことが主な要因であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成21年５月11日公表時から変更しておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

（簡便な会計処理の適用） 

① たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前連結会計

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、たな卸資産の簿価切り下げに関して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、簿価切り下げを行なっております。 

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、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。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

① 原価差異の繰延処理 

操業度が季節的に大きく変動することにより、年度の決算と同様の会計処理によると売上

高と売上原価の対応関係が適切に表示されないため、第１四半期連結会計期間の末日におけ

る原価差異のうち、第２四半期連結会計期間の末日までにたな卸資産の原価に吸収されて消

滅する性質の原価差異は、流動資産として繰延しております。 

② 税金費用の計算 

一部の子会社については、当第１四半期累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、税引前当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、住民税及び事業税に含めて表示し

ています。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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：千円)

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 231,717 363,520

受取手形及び売掛金 3,344,584 4,548,824

商品及び製品 3,098,401 3,011,675

仕掛品 93,750 114,873

原材料及び貯蔵品 925,289 884,662

その他 663,791 631,129

貸倒引当金 △101 △141

流動資産合計 8,357,431 9,554,545

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,386,482 6,379,712

減価償却累計額 △4,184,305 △4,142,126

建物及び構築物（純額） 2,202,177 2,237,586

機械装置及び運搬具 16,516,351 16,508,119

減価償却累計額 △13,646,642 △13,486,857

機械装置及び運搬具（純額） 2,869,709 3,021,262

その他 3,552,489 2,912,134

減価償却累計額 △1,429,104 △1,393,745

その他（純額） 2,123,385 1,518,388

有形固定資産合計 7,195,271 6,777,237

無形固定資産 199,433 213,360

投資その他の資産   

その他 893,768 881,498

貸倒引当金 △3,100 △3,100

投資その他の資産合計 890,668 878,398

固定資産合計 8,285,373 7,868,996

資産合計 16,642,805 17,423,541
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(単位：千円)

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 1,972,438 2,671,253

短期借入金 3,316,055 3,849,287

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 198,278 125,759

未払法人税等 1,754 7,808

賞与引当金 179,296 350,446

環境対策引当金 304,500 304,500

その他 1,809,891 1,674,884

流動負債合計 7,882,215 9,083,940

固定負債   

長期借入金 1,977,000 1,585,000

退職給付引当金 1,400,835 1,371,845

役員退職慰労引当金 35,950 82,237

環境対策引当金 87,240 88,888

その他 205,674 168,206

固定負債合計 3,706,700 3,296,177

負債合計 11,588,915 12,380,117

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,572,000 1,572,000

資本剰余金 1,008,755 1,008,755

利益剰余金 2,473,056 2,511,439

自己株式 △21,030 △20,838

株主資本合計 5,032,781 5,071,356

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,330 37,519

為替換算調整勘定 △26,222 △65,452

評価・換算差額等合計 21,108 △27,932

純資産合計 5,053,889 5,043,423

負債純資産合計 16,642,805 17,423,541
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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：千円)

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 4,384,956 3,081,143

売上原価 3,645,296 2,494,993

売上総利益 739,660 586,149

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 121,850 88,785

給料及び手当 175,794 －

給料手当及び福利費 － 201,980

退職給付引当金繰入額 6,647 7,164

役員退職慰労引当金繰入額 4,416 5,012

研究開発費 103,421 101,434

その他 157,024 148,582

販売費及び一般管理費合計 569,155 552,959

営業利益 170,505 33,190

営業外収益   

受取利息 42 199

受取配当金 2,285 1,599

為替差益 10,948 －

その他 13,927 2,324

営業外収益合計 27,204 4,123

営業外費用   

支払利息 19,757 16,367

為替差損 － 2,848

その他 3,573 295

営業外費用合計 23,331 19,511

経常利益 174,377 17,801

特別損失   

固定資産除却損 4,486 6,869

たな卸資産評価損 30,437 －

特別損失合計 34,924 6,869

税金等調整前四半期純利益 139,453 10,932

法人税、住民税及び事業税 18,294 2,697

法人税等調整額 43,833 2,837

法人税等合計 62,127 5,535

四半期純利益 77,325 5,396
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（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。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結会計期間（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。 
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