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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 1,383 △50.5 △34 ― △184 ― △186 ―
21年3月期第1四半期 2,796 ― △45 ― △67 ― △75 ―

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 △11.24 ―
21年3月期第1四半期 △4.58 ―

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 13,018 3,297 25.3 198.93
21年3月期 13,407 3,478 25.9 209.82

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,297百万円 21年3月期  3,478百万円

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 ― ― ― ― ―
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

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

3,200 △38.0 20 △68.3 △310 ― △310 ― △18.70

通期 8,200 △4.8 500 ― 60 ― 50 ― 3.02
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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．その他をご覧ください。〕 

(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） 

(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 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 16,623,613株 21年3月期  16,623,613株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  46,093株 21年3月期  45,627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 16,577,666株 21年3月期第1四半期 16,580,178株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料中に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及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異なる可能性があります。 
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定性的情報・財務諸表等 

 

1.経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国ならびに世界経済は、世界的な金融不安により急速に減速した世界同時不況の状況が続い

ており、世界各国の経済対策により、一部に景気回復の兆しが見られますものの、依然として厳しい状況となっておりま

す。当社の属する化学業界は、世界的な景気低迷に加え、自動車業界の需要低迷により大変厳しい経営環境となりました。 

このようななか、当社は昨年 12 月より経営改善に注力し、販売費及び一般管理費等の経費削減については相応の効果が

出てきておりますが、販売面は新規顧客の開拓など営業強化の努力をしているものの、自動車関連業界向けの販売が依然

厳しい状況であり苦戦を強いられております。 

この結果、当社の業績は、売上高において、主力の紫外線吸収剤が、国内外の自動車業界の需要低迷の影響を受け、前

年同四半期比大幅な減収となったことに加え、各種薬剤等化成品ならびにホーム産業関連の薬剤の販売も景気低迷の影響

により不振となりました結果、1,383 百万円（前年同四半期比 50.5％減）と大変厳しい状況となりました。利益面では、

昨年 12 月より継続実施しております経営改善効果（販売費および一般管理費の対前年同四半期比では 153 百万円の削減）

が出てきており、営業損失は 34 百万円（同 10 百万円改善）となりましたが、在庫調整を目的とした一部の生産ラインの

休止に伴う生産休止費用 121 百万円の計上などにより、経常損失は 184 百万円（同 116 百万円悪化）、四半期純損失は 186

百万円（同 110 百万円悪化）と大変厳しい経営成績となりました。 

なお、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用により、前年第 1 四半期は、たな卸資産の収益性の低下に伴う簿価切下

げ額 98 百万円を売上原価に計上しましたが、当第 1四半期においては 13 百万円を売上原価に計上しております。 

 

事業別の業績は次のとおりであります。 

 

（化学品事業） 

当第 1 四半期の売上高は、主力の紫外線吸収剤が、国内外における自動車業界の需要低迷の影響が大きく、前年同四半

期比 938 百万円減(前年同四半期比 54.7％減)の 777 百万円と不振であったことや写真薬中間体、製紙用薬剤、その他の化

成品などにおいても企業の在庫調整・生産調整などの影響で全体的に低迷し同 1,332 百万円減（同 55.2％減）の 1,079 百

万円となりました。 

 

（ホーム産業事業） 

当第 1 四半期の売上高は、全体的な景気低迷の影響に加え、ＤＩＹ商品がホームセンター向けの販売縮小に伴い、前年

同四半期比 43 百万円減(前年同四半期比 69.1％減)となったこと、木材保存薬剤については低採算品目の販売縮小に伴う

減少により同 14 百万円減(同 5.3％減)となったことを受け、全体では同 80 百万円減(同 21.0％減)の 303 百万円となりま

した。 
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（品目別販売実績）                                        （単位：千円、％） 

当第 1四半期 

平成 22 年３月期 

前年同第 1四半期 

平成 21 年３月期 
増  減 

事 業 別 
     期別 

品目 
金   額 構 成 比 金   額 構 成 比 金  額 

紫外線吸収剤 777,070 56.2 1,715,226 61.3 △938,155

写真薬中間体 64,571 4.7 162,169 5.8 △97,598

製紙用薬剤 57,338 4.1 96,216 3.4 △38,877

電子材料 78,181 5.6 72,232 2.6 5,948

酸化防止剤 33,597 2.4 48,914 1.8 △15,316

染顔料中間体 1,377 0.1 45,149 1.6 △43,772

防錆剤 10,096 0.7 12,838 0.5 △2,742

その他 57,481 4.2 259,667 9.3 △202,186

化学品事業 

（小  計） 1,079,715 78.0 2,412,415 86.3 △1,332,700

木材保存薬剤 256,676 18.6 271,132 9.7 △14,456

ＤＩＹ商品 19,363 1.4 62,599 2.2 △43,235

その他 27,838 2.0 50,813 1.8 △22,974

ホーム産業事業 

（小  計） 303,878 22.0 384,545 13.7 △80,666

合    計 1,383,593 100.0 2,796,961 100.0 △1,413,367

（注）金額は消費税等を含んでおりません。 

 

2.財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第 1 四半期末（以下「当四半期末」という）の総資産は、前事業年度末（以下「前期末」という）比 389 百万円減少

し、13,018 百万円となりました。流動資産は同 343 百万円減少の 7,471 百万円、固定資産は同 71 百万円減少の 5,521 百

万円となりました。なお、社債発行に伴い繰延資産が 25 百万円増加しております。 

流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が 400 百万円、たな卸資産が 139 百万円それぞれ減少いたしましたものの、

受取手形及び売掛金が 167 百万円増加したことによるものであり、固定資産の減少の主な要因は有形固定資産 15 百万円の

取得と有形及び無形固定資産の減価償却に伴う減少額 88 百万円を反映したものであります。 

当四半期末の負債は前期末比 208 百万円減少の 9,720 百万円となりました。流動負債は同 259 百万円減少の 6,654 百万

円、固定負債は同 50 百万円増加の 3,066 百万円となりました。 

流動負債の減少の主な要因は、短期借入金が 111 百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が 83 百万円減少したことな

らびにその他流動負債の減少によるものであり、固定負債の増加の主な要因は私募債発行に伴う社債 250 百万円の増加と

長期借入金の返済による減少 177 百万円によるものであります。 

当四半期末の純資産は前期末比 180 百万円減少し、3,297 百万円となりました。この減少の主な要因は、四半期純損失

が 186 百万円発生したことによるものであります。この結果、自己資本比率は、前期末の 25.9%から 25.3%となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第 1 四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税引前四半期純損失が 184 百万円計上されたこ

と、売上債権が 167 百万円増加したこと、有形固定資産の取得による支出額 102 百万円などにより前事業年度末に比し 400

百万円減少し、1,460 百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は、221 百万円となりました。 

これは主にたな卸資産が 139 百万円減少しましたものの、税引前四半期純損失が 184 百万円計上されたことならびに売

上債権が 167 百万円増加いたしました結果を反映したものであります。なお、役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰

労引当金 392 百万円の減少分は、長期未払金 391 百万円として増加しておりその他に含めております。 

投資活動の結果使用した資金は、93 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が 102 百万円あったことによるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、86 百万円となりました。 

これは主に社債の発行による収入 223 百万円、長期借入れによる収入 100 百万円がありましたものの、長期借入金の返

済による支払額 389 百万円、リース債務の返済による支出額 19 百万円を反映したものであります。
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3.業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成 21 年９月）及び当事業年度末（平成 22 年３月）の業績予想につきましては、新規顧

客の開拓と経費削減に引き続き努力して参る所存であり、平成 21 年５月 11 日公表の「平成 21 年３月期決算短信」

に記載のとおりであり、業績予想数値は修正しておりません。 

 

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 

        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。 

    2.固定資産の減価償却の方法 

固定資産の定率法に基づく減価償却費については、当第 1 四半期会計期間を含む事業年度に係る減価

償却費の額を期間按分して算定しております。 

 

（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 

        該当事項はありません。 
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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 1,460,272 1,861,114 
受取手形及び売掛金 1,969,541 1,801,651 
商品及び製品 3,487,311 3,651,209 
仕掛品 93,979 83,030 
原材料及び貯蔵品 354,212 341,029 
その他 131,013 100,385 
貸倒引当金 △24,434 △23,347 

流動資産合計 7,471,895 7,815,074 
固定資産   

有形固定資産   
建物（純額） 1,303,074 1,327,029 
土地 2,980,462 2,980,462 
その他（純額） 925,265 965,068 
有形固定資産合計 5,208,802 5,272,560 

無形固定資産 88,215 96,828 
投資その他の資産   

投資有価証券 115,446 113,213 
その他 135,726 137,390 
貸倒引当金 △26,906 △27,270 

投資その他の資産合計 224,267 223,333 

固定資産合計 5,521,284 5,592,722 

繰延資産 25,501 － 

資産合計 13,018,681 13,407,797 
負債の部   

流動負債   
支払手形及び買掛金 743,254 826,862 
短期借入金 4,500,000 4,500,000 
1年内返済予定の長期借入金 1,036,316 1,147,992 
未払法人税等 5,675 15,720 
賞与引当金 42,728 28,463 
その他 326,365 394,708 
流動負債合計 6,654,340 6,913,746 

固定負債   
社債 250,000 － 
長期借入金 1,802,638 1,980,460 
役員退職慰労引当金 － 392,500 
退職給付引当金 228,694 231,555 
その他 785,175 411,086 
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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) 

固定負債合計 3,066,507 3,015,601 

負債合計 9,720,847 9,929,348 
純資産の部   

株主資本   
資本金 2,155,352 2,155,352 
資本剰余金 1,052,562 1,052,562 
利益剰余金 94,368 280,669 
自己株式 △12,820 △12,734 

株主資本合計 3,289,463 3,475,851 
評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,370 2,597 
評価・換算差額等合計 8,370 2,597 

純資産合計 3,297,833 3,478,448 

負債純資産合計 13,018,681 13,407,797 
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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 2,796,961 1,383,593 
売上原価 2,416,224 1,145,931 
売上総利益 380,736 237,662 

販売費及び一般管理費 426,034 272,555 
営業損失（△） △45,297 △34,893 

営業外収益   
受取利息 52 28 
受取配当金 2,285 1,025 
受取賃貸料 － 11,560 
その他 6,409 2,893 
営業外収益合計 8,747 15,507 

営業外費用   
支払利息 27,663 36,292 
生産休止費用 － 121,316 
その他 3,748 7,471 
営業外費用合計 31,412 165,080 

経常損失（△） △67,962 △184,466 

特別利益   
固定資産売却益 5 － 
投資有価証券売却益 － 225 
貸倒引当金戻入額 1,484 － 

特別利益合計 1,490 225 
特別損失   

固定資産除却損 839 － 
投資有価証券評価損 6,513 － 

特別損失合計 7,353 － 

税引前四半期純損失（△） △73,825 △184,241 

法人税、住民税及び事業税 2,094 2,060 
四半期純損失（△） △75,919 △186,301 
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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   
税引前四半期純損失（△） △73,825 △184,241 
減価償却費 64,152 88,553 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,522 △2,861 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,900 △392,500 
賞与引当金の増減額（△は減少） 70,882 14,265 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,484 722 
受取利息及び受取配当金 △2,338 △1,053 
支払利息 27,663 36,292 
売上債権の増減額（△は増加） △56,899 △167,889 
たな卸資産の増減額（△は増加） 154,549 139,766 
仕入債務の増減額（△は減少） △84,543 △83,608 
その他 154,447 371,874 
小計 240,182 △180,677 

利息及び配当金の受取額 2,454 1,085 
利息の支払額 △24,479 △33,280 
法人税等の支払額 △8,456 △8,275 

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,700 △221,148 

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 △14,262 △102,094 
有形固定資産の売却による収入 210 － 
投資有価証券の売却による収入 － 7,709 
その他 2,726 900 
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,325 △93,484 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入れによる収入 800,000 500,000 
短期借入金の返済による支出 △500,000 △500,000 
長期借入れによる収入 － 100,000 
長期借入金の返済による支出 △299,498 △389,498 
社債の発行による収入 － 223,350 
自己株式の取得による支出 △159 △86 
配当金の支払額 △62,258 △51 
その他 △909 △19,924 

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,826 △86,209 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 135,549 △400,842 

現金及び現金同等物の期首残高 849,574 1,861,114 
現金及び現金同等物の四半期末残高 985,123 1,460,272 
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(4)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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