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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 1,567 △6.6 △42 ― △30 ― △292 ―
21年3月期第1四半期 1,678 ― △18 ― 15 ― △160 ―

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 △21.31 ―
21年3月期第1四半期 △11.68 ―

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 11,477 4,935 43.0 360.12
21年3月期 12,298 4,972 40.4 362.86

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,935百万円 21年3月期  4,972百万円

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 ― 4.00 4.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 4.00 4.00

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

3,700 7.7 110 ― 90 ― △195 ― △14.23

通期 8,300 3.6 230 ― 120 ― 80 △73.3 5.83
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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、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。 

(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 13,730,000株 21年3月期  13,730,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  25,470株 21年3月期  25,350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 13,704,585株 21年3月期第1四半期 13,705,941株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の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、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と 
異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧 
ください。 
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 当第１四半期会計期間のわが国経済は、昨年後半以降の米国に端を発した金融危機の影響による景気悪化に関して

政府による底打ち宣言が出されたものの、依然、先行き不透明で、設備投資の減少及び個人消費の冷え込みなど厳し

い状況にあります。また、欧米においても雇用や個人消費の落ち込みにより景況の悪化が続いています。 

 このような状況の中で、国内売上高は640百万円と前年同期に比べ、495百万円（43.6％）の減収となりました。こ

れは、医薬中間物は堅調に推移しましたが、農薬中間物及び機能性中間物が大幅に減少したためです。  

 一方、輸出売上高は926百万円で前年同期に比べ、383百万円（70.7％）の増収となりました。これは、医薬中間物

が堅調に推移し、また、農薬中間物が大幅に増加したためです。 

 この結果、総売上高は1,567百万円となり前年同期に比べ111百万円（6.6％）の減収となりました。また、輸出比

率は59.1％（前年同期32.4％）となりました。 

 損益面では、固定費を中心に費用削減に努めましたが、売上高減収及び為替の影響もあり、営業損失は42百万円

（前年同期営業損失18百万円）、経常損失は30百万円（前年同期経常利益15百万円）となりました。 

 また、特別損失として投資有価証券評価損260百万円（洗替え方式）を計上したこと等により、四半期純損失は292

百万円（前年同期四半期純損失160百万円）となりました。 

   

 当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ820百万円減少の11,477百万円となりました。これは主

に、商品及び製品が275百万円及び建物が89百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が920百万円減少したことに

よるためです。  

 負債につきましては、前事業年度末に比べ783百万円減少の6,542百万円となりました。これは主に、借入金が674

百万円及び支払手形及び買掛金が132百万円減少したことによるためです。また、純資産は前事業年度末に比べ37百

万円減少の4,935百万円となり、自己資本比率は43.0％（前事業年度末40.4％）となりました。 

  

 業績予想につきましては、第１四半期決算の業績及び今後の動向を踏まえて、平成21年５月14日に公表いたしまし

た平成22年３月期の第２四半期累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）の予想数値を修正しております。

 詳細につきましては、平成21年８月３日に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

  

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

 また、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等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合は、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づき役員退職慰労引当金を計上しておりましたが、

平成21年６月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し打ち切り支給すること（支給の時期

は各役員の退任時とする）が決議されました。これにより、役員退職慰労引当金残高を全額取崩し、打ち切り支給

額に対する未払分については、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

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

５．追加情報

（役員退職慰労引当金の廃止）
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６．四半期財務諸表 
（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 494,727 578,352

受取手形及び売掛金 1,962,621 2,883,347

商品及び製品 2,691,984 2,416,426

仕掛品 197,357 230,023

原材料及び貯蔵品 338,483 336,039

その他 41,044 130,923

貸倒引当金 △5,923 △8,695

流動資産合計 5,720,295 6,566,418

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,202,050 1,112,224

機械及び装置（純額） 1,837,874 1,872,795

土地 1,201,903 1,201,903

その他（純額） 700,765 798,372

有形固定資産合計 4,942,594 4,985,296

無形固定資産 5,817 5,817

投資その他の資産   

投資有価証券 727,080 653,206

その他 121,517 127,439

貸倒引当金 △39,698 △39,707

投資その他の資産合計 808,899 740,938

固定資産合計 5,757,312 5,732,052

資産合計 11,477,607 12,298,471

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,460,076 1,592,862

短期借入金 1,200,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 733,000 733,000

未払法人税等 4,093 15,777

賞与引当金 40,091 79,488

その他 641,274 580,488

流動負債合計 4,078,537 4,701,616

固定負債   

長期借入金 2,233,350 2,407,600

退職給付引当金 78,789 88,937

役員退職慰労引当金 － 83,966

その他 151,710 43,454

固定負債合計 2,463,849 2,623,959

負債合計 6,542,386 7,325,576
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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 2,510,000 2,510,000

資本剰余金 2,016,543 2,016,543

利益剰余金 462,190 809,055

自己株式 △4,074 △4,055

株主資本合計 4,984,658 5,331,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △49,438 △358,647

評価・換算差額等合計 △49,438 △358,647

純資産合計 4,935,220 4,972,894

負債純資産合計 11,477,607 12,298,471
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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 1,678,166 1,567,120

売上原価 1,456,324 1,364,065

売上総利益 221,842 203,055

販売費及び一般管理費   

発送運賃 28,428 29,535

従業員給料及び手当 70,908 75,338

賞与引当金繰入額 10,149 10,441

退職給付費用 22,072 21,660

役員退職慰労引当金繰入額 4,487 4,834

その他 104,129 103,289

販売費及び一般管理費合計 240,176 245,100

営業損失（△） △18,334 △42,045

営業外収益   

受取利息 150 82

受取配当金 13,113 12,604

為替差益 45,285 23,072

その他 3,657 1,548

営業外収益合計 62,207 37,306

営業外費用   

支払利息 20,757 18,359

その他 7,705 6,977

営業外費用合計 28,462 25,336

経常利益又は経常損失（△） 15,409 △30,074

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,730 2,780

特別利益合計 1,730 2,780

特別損失   

固定資産除却損 8,382 3,070

投資有価証券評価損 － 260,307

たな卸資産評価損 164,465 －

固定資産撤去費用 3,070 －

特別損失合計 175,917 263,377

税引前四半期純損失（△） △158,777 △290,672

法人税、住民税及び事業税 1,849 1,849

法人税等調整額 △496 △475

法人税等合計 1,352 1,373

四半期純損失（△） △160,130 △292,046
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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（△） △158,777 △290,672

減価償却費 211,264 198,813

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,730 △2,780

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,189 △39,396

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,888 △10,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,487 4,834

受取利息及び受取配当金 △13,264 △12,686

支払利息 20,757 18,359

為替差損益（△は益） △28,134 △4,971

投資有価証券評価損益（△は益） － 260,307

固定資産除却損 8,382 3,070

売上債権の増減額（△は増加） 551,595 920,726

たな卸資産の増減額（△は増加） △428,138 △245,335

仕入債務の増減額（△は減少） 303,288 △132,786

その他 150,486 31,650

小計 579,915 698,985

利息及び配当金の受取額 13,223 12,665

補助金の受取額 － 100,000

利息の支払額 △21,135 △15,425

法人税等の支払額 △8,360 △7,397

営業活動によるキャッシュ・フロー 563,643 788,827

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 △692,506 △158,505

投資有価証券の取得による支出 △5,752 △5,042

投資有価証券の売却による収入 10,203 －

その他 2,416 4,418

投資活動によるキャッシュ・フロー △685,639 △159,130

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） 500,000 △500,000

長期借入金の返済による支出 △120,650 △174,250

配当金の支払額 △41,306 △44,025

その他 △3 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー 338,040 △718,293

現金及び現金同等物に係る換算差額 28,134 4,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 244,179 △83,624

現金及び現金同等物の期首残高 479,425 578,352

現金及び現金同等物の四半期末残高 723,605 494,727
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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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