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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 7,061 △13.8 245 △72.7 147 △85.1 82 △87.5
21年3月期第1四半期 8,195 ― 898 ― 986 ― 658 ―

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 13.06 ―
21年3月期第1四半期 104.57 ―

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 42,154 15,410 36.6 2,445.50
21年3月期 42,936 15,421 35.9 2,447.33

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,410百万円 21年3月期  15,421百万円

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 ― 10.00 ― 7.00 17.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

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  有  
詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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

14,000 △15.6 200 △85.3 0 ― △14 ― △2.22

通期 29,000 △3.6 600 △3.5 200 △56.7 50 △76.1 7.93
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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  
詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「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） 

詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「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 
１．平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想につきまして、本資料において修正しております。 
２．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等により、実際の業績は予想数値
と異なる結果となる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 6,302,200株 21年3月期  6,302,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  777株 21年3月期  777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 6,301,423株 21年3月期第1四半期 6,301,470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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年から続く世界的な金融危機が及ぼす影響が根強く、企業

収益や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移しています。その一方で、生産や輸出等、

一部では下げ止まりの兆しが見られつつありますが、経営環境は未だ不安定であり、先行きが不透明な状況です。

　このような状況のもと、当社グループは前期に引き続き半導体業界の低迷および世界的な需要不振への対応に努

めました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は7,061,238千円（前年同期比13.8％減、1,134,656千円減）とな

りました。利益面については、京都第二工場において生産調整を行ったため、利益率は前年同四半期に比べて悪化

し、営業利益は245,405千円（同72.7％減、653,258千円減）、経常利益は147,135千円（同85.1％減、839,853千円

減）、四半期純利益は82,326千円（同87.5％減、576,624千円減）となりました。

　当社グループ事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

（ライフサイエンス事業）

　ライフサイエンス事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が4,714,695千円（前年同期比5.0％増、226,019千

円増）、営業利益は469,969千円（同87.0％増、218,631千円増）となりました。

　ライフサイエンス事業においては、国内における主力製商品の販売が拡大したことに加え、平成20年７月に株式

会社エックスワンを買収して子会社としたことも影響し、増収となりました。利益面についても、前年同期におい

て影響を受けた原料価格の高騰が一旦落ち着いたため、営業利益は増加しました。

（電子材料および機能性化学品事業）

　電子材料および機能性化学品事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が2,329,721千円（前年同期比36.6％減、

1,345,886千円減）、営業損失は55,731千円（前年同期は941,771千円の営業利益）となりました。

　電子材料事業については、半導体業界の低迷の影響を受けて業績が悪化しました。機能性化学品事業については、

世界的な需要不振の影響で欧米地域に対する輸出販売が大幅に減少しました。しかし、当第１四半期連結会計期間

に入り、在庫調整は一巡し、電子材料および機能性化学品事業においても底入れの兆しが見え始めました。

　利益面に関しては、京都第一工場については生産を再開したものの、売上の減少に加え、京都第二工場において

生産調整を行っているため、営業損失を計上しました。

（その他の事業）

　その他の事業の業績は、外部顧客に対する売上高が16,820千円（前年同期比46.8％減、14,790千円減）、営業利

益は1,062千円（前年同期は1,288千円の営業損失）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

（日本）

　外部顧客に対する売上高は6,145,491千円（前年同期比9.8％減、664,528千円減）、営業利益は267,534千円（同

76.7％減、880,336千円減）となりました。

　前連結会計年度において半導体業界が低迷し、世界的な需要不振が当セグメントの各事業の輸出販売に影響を

及ぼしましたが、その傾向は当第１四半期連結会計期間においても変わらず、回復を実感するには至りませんで

した。この結果、売上、利益ともに減少しました。

（アジア）

  外部顧客に対する売上高は285,151千円（前年同期比33.7％減、145,211千円減）、営業利益は147,713千円（前

年同期は12,995千円の営業損失）となりました。

　売上高は減収となったものの、利益面では、前年同期において影響を受けた原料価格の高騰が一旦落ち着いた

ため、営業利益に転じました。
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（アメリカ）

　外部顧客に対する売上高は630,594千円（前年同期比34.0％減、324,916千円減）、営業利益は30,789千円（同

25.4％減、10,478千円減）となりました。

　前連結会計年度より続く米国内の景気低迷が長引いており、この結果、売上、利益ともに減少しました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ781,527千円減少し、42,154,692千円となりま

した。これは主に、生産調整によるたな卸資産の減少1,306,062千円が大きかったことによるものです。

　負債については、前連結会計年度末に比べ770,001千円減少し、26,744,509千円となりました。これは主に、退職

者に対する退職金の支払および短期借入金の返済を行ったためです。

　純資産については、前連結会計年度末に比べ11,526千円減少し、15,410,183千円となりました。これは主に、円

高による為替換算調整勘定の減少によるものです。

　キャッシュ・フローの状況については、長期借入れによる収入およびたな卸資産の減少による資金の増加を、売

上債権の増加および借入金の返済等に充てた結果、現金及び現金同等物の残高が前連結会計年度末に比べ183,108千

円増加し、6,449,811千円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年５月15日付当社「平成21年３月期　決算短信」において、平成22年３月期（平成21年４月１日～平成22

年３月31日）の第２四半期連結累計期間における業績予想につきましては、適切な予想の算出は困難であるため未

定と発表しました。

　その後の事業活動を経て、第２四半期連結累計期間における業績予想について、算出できる見込みが立ちました

ので、当該資料１ページの「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）」に新

たに第２四半期連結累計期間における業績予想を記載しています。また、通期における業績予想につきましては、

以下のように修正しました。

　なお、詳細につきましては、本日平成21年８月７日付にて公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。

【平成22年３月期通期　連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）】

 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

前回発表予想（Ａ） 28,500 △100 △500 △300 △47.60

今回修正予想（Ｂ） 29,000 600 200 50 7.93

増減額（Ｂ－Ａ） 500 700 700 350 －

増減率（％） 1.8 － － － －

前期実績

（平成21年３月期）
30,077 621 462 209 33.26

 

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

（棚卸資産の評価方法）

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、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しています。

　棚卸資産の簿価切下げについては、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います。
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（法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法）

　繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等または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ので、前連結会計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います。

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してい

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 6,449,811 6,266,702

受取手形及び売掛金 7,128,946 6,281,539

商品及び製品 5,765,286 6,912,196

仕掛品 321,866 306,978

原材料及び貯蔵品 1,061,730 1,235,770

繰延税金資産 549,091 552,478

その他 698,795 638,505

貸倒引当金 △10,068 △12,225

流動資産合計 21,965,460 22,181,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,520,960 7,668,587

機械装置及び運搬具（純額） 4,948,943 5,256,771

土地 2,488,870 2,491,365

建設仮勘定 215,476 208,877

その他（純額） 557,177 599,898

有形固定資産合計 15,731,429 16,225,500

無形固定資産   

のれん 589,403 631,080

その他 654,104 656,907

無形固定資産合計 1,243,507 1,287,987

投資その他の資産   

投資有価証券 643,781 559,887

長期前払費用 1,226,149 1,294,543

繰延税金資産 924,405 959,357

その他 499,326 510,562

貸倒引当金 △79,365 △83,565

投資その他の資産合計 3,214,296 3,240,786

固定資産合計 20,189,232 20,754,274

資産合計 42,154,692 42,936,220



（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 1,431,482 1,620,994

短期借入金 5,523,898 5,933,398

未払金 1,596,425 2,065,274

未払法人税等 89,301 －

賞与引当金 172,791 288,328

その他 1,071,278 625,304

流動負債合計 9,885,178 10,533,301

固定負債   

長期借入金 14,772,750 14,832,349

退職給付引当金 919,746 908,974

役員退職慰労引当金 － 1,207,296

長期未払金 1,166,834 －

その他 － 32,588

固定負債合計 16,859,330 16,981,209

負債合計 26,744,509 27,514,510

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,180,367 1,180,367

資本剰余金 1,667,042 1,667,042

利益剰余金 12,452,190 12,413,974

自己株式 △2,026 △2,026

株主資本合計 15,297,573 15,259,357

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 194,849 143,571

為替換算調整勘定 △82,239 18,763

評価・換算差額等合計 112,610 162,334

少数株主持分 － 18

純資産合計 15,410,183 15,421,709

負債純資産合計 42,154,692 42,936,220



（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 8,195,895 7,061,238

売上原価 5,660,000 5,032,906

売上総利益 2,535,894 2,028,331

販売費及び一般管理費 1,637,230 1,782,925

営業利益 898,664 245,405

営業外収益   

受取利息 4,075 984

受取配当金 7,194 6,692

受取手数料 － 4,121

為替差益 126,316 －

持分法による投資利益 3,146 －

その他 5,292 5,399

営業外収益合計 146,026 17,197

営業外費用   

支払利息 57,509 78,283

為替差損 － 36,656

その他 192 528

営業外費用合計 57,701 115,468

経常利益 986,989 147,135

特別利益   

固定資産売却益 － 864

投資有価証券売却益 － 73

貸倒引当金戻入額 － 907

補助金収入 14,100 －

特別利益合計 14,100 1,845

特別損失   

固定資産売却損 － 156

固定資産除却損 6,517 31,880

特別損失合計 6,517 32,037

税金等調整前四半期純利益 994,571 116,943

法人税、住民税及び事業税 445,551 28,591

法人税等調整額 △109,931 6,043

法人税等合計 335,620 34,635

少数株主損失（△） － △18

四半期純利益 658,951 82,326



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 994,571 116,943

減価償却費 578,605 607,955

のれん償却額 14,410 39,134

貸倒引当金の増減額（△は減少） 158 △2,907

賞与引当金の増減額（△は減少） △107,194 △115,536

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,786 10,771

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,258 △1,207,296

受取利息及び受取配当金 △11,270 △7,676

支払利息 57,509 78,283

為替差損益（△は益） △118,062 43,532

持分法による投資損益（△は益） △3,146 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △707

有形固定資産除却損 6,517 31,880

売上債権の増減額（△は増加） △299,147 △864,626

たな卸資産の増減額（△は増加） △528,599 1,273,156

未収入金の増減額（△は増加） 57,752 977

仕入債務の増減額（△は減少） 278,498 △180,635

未払費用の増減額（△は減少） 60,983 74,196

未収消費税等の増減額（△は増加） 115,710 40,826

未払消費税等の増減額（△は減少） 67,680 93,825

長期未払金の増減額（△は減少） － 1,134,246

その他 △30,821 △53,148

小計 1,110,127 1,113,194

利息及び配当金の受取額 11,253 56,961

利息の支払額 △57,996 △79,976

法人税等の支払額 △582,820 △159,357

営業活動によるキャッシュ・フロー 480,563 930,821

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 △720,962 △205,140

有形固定資産の売却による収入 － 2,146

無形固定資産の取得による支出 △15,150 △15,617

投資有価証券の取得による支出 △914 △1,617

投資有価証券の売却による収入 － 132

長期貸付金の回収による収入 90 180

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却に
よる収入

－ 24,527

その他 2,895 △2,011

投資活動によるキャッシュ・フロー △734,042 △197,401

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） 940,000 △1,000,000

長期借入れによる収入 － 1,450,000

長期借入金の返済による支出 △546,050 △919,100

配当金の支払額 △126,029 △41,790

財務活動によるキャッシュ・フロー 267,920 △510,890

現金及び現金同等物に係る換算差額 84,964 △39,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 99,406 183,108

現金及び現金同等物の期首残高 3,300,511 6,266,702

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,399,918 6,449,811



（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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

ライフ
サイエンス

事業
（千円）

電子材料
および機能
性化学品
事業

（千円）

その他の
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,488,675 3,675,608 31,610 8,195,895 － 8,195,895

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 9,596 9,596 (9,596) －

計 4,488,675 3,675,608 41,207 8,205,491 (9,596) 8,195,895

営業利益 251,337 941,771 △1,288 1,191,820 (293,156) 898,664

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）

ライフ
サイエンス

事業
（千円）

電子材料
および機能
性化学品
事業

（千円）

その他の
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,714,695 2,329,721 16,820 7,061,238 － 7,061,238

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 4,828 4,828 (4,828) －

計 4,714,695 2,329,721 21,649 7,066,066 (4,828) 7,061,238

営業利益 469,969 △55,731 1,062 415,300 (169,895) 245,405

　（注）１．上記事業は、製品および商品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性等を勘案して区分しています。

２．各事業の主要な製品および商品等

(1）ライフサイエンス事業………………リンゴ酸、クエン酸、その他果実酸、食添製剤、グルコン酸

(2）電子材料および機能性化学品事業…超高純度コロイダルシリカ、樹脂添加剤、医薬品原料、写真薬原料

(3）その他の事業…………………………上記の事業分野に該当しない化成品等

３．前第３四半期連結会計期間において、電子材料事業への展開を目的として青島扶桑第二精製加工有限公司の

社名を扶桑化学（青島）有限公司に変更し、増資を行いました。これに伴い事業内容が変わったため、当公

司の事業の種類別セグメントを「ライフサイエンス事業」から「電子材料および機能性化学品事業」に変更

しました。
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〔所在地別セグメント情報〕

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）

日本
（千円）

中国
（千円）

アメリカ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,810,020 430,363 955,511 8,195,895 － 8,195,895

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
173,537 1,050,492 97,707 1,321,737 (1,321,737) －

計 6,983,557 1,480,856 1,053,219 9,517,632 (1,321,737) 8,195,895

営業利益 1,147,870 △12,995 41,268 1,176,143 (277,479) 898,664

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）

日本
（千円）

アジア
（千円）

アメリカ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,145,491 285,151 630,594 7,061,238 － 7,061,238

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
109,856 973,956 31,341 1,115,153 (1,115,153) －

計 6,255,347 1,259,107 661,936 8,176,391 (1,115,153) 7,061,238

営業利益 267,534 147,713 30,789 446,037 (200,631) 245,405

　（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっています。

 ２．前第２四半期連結会計期間より、タイにおいてFUSO (THAILAND) CO.,LTD.を設立したため、従来の「中国」

セグメントに同社の事業活動を含めて「アジア」セグメントとしています。

〔海外売上高〕

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）

ヨーロッパ 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 447,198 1,607,281 543,627 48,662 2,646,770

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 8,195,895

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
5.5 19.6 6.6 0.6 32.3

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）

ヨーロッパ 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 142,461 1,138,126 660,329 44,003 1,984,922

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 7,061,238

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
2.0 16.1 9.4 0.6 28.1

（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっています。

２．各区分に属する主な国または地域は以下のとおりです。

ヨーロッパ：ドイツ、イギリス、フランス

北米：アメリカ

アジア：中国、韓国、台湾

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。

（６）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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