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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 5,238 △24.2 356 △14.5 383 △6.5 216 △21.1

21年3月期第1四半期 6,908 ― 416 ― 410 ― 274 ―

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 26.13 ―

21年3月期第1四半期 33.10 ―

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 25,709 14,888 55.9 1,734.40
21年3月期 25,229 14,577 56.2 1,711.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,372百万円 21年3月期  14,186百万円

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  

現時点では、22年３月期の配当予想額は未定であります。 

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 ― ― ― 35.00 35.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

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  
 

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

10,800 △27.0 800 △13.0 800 △14.8 450 △21.5 54.31

通期 23,000 △4.1 1,300 262.9 1,300 352.9 650 ― 78.44
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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、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。 

(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、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。 

(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は、第2四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２.本資料に記載されている業績見通し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大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項につきましては、４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。 
３.平成22年３月期の配当予想については、現時点では未定のため開示しておりません。今後の業績などを総合的に勘案し、本年９月末を目処に開示す 
  る心づもりでおります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 8,300,000株 21年3月期  8,300,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  13,565株 21年3月期  13,565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 8,286,435株 21年3月期第1四半期 8,286,321株

－2－



当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果等により、景気

後退に一部下げ止まりの兆しが見られたものの、雇用情勢の悪化、個人消費の冷え込み、企業の設備投

資抑制等、依然として厳しい状況にありました。 

このような事業環境のもと、主力の粘着剤関連製品において、フラットパネル・ディスプレイをはじ

めとする各分野で需要が前四半期（平成21年1月1日から同年3月31日）から回復に向かい販売数量は期

首予測を上回りましたが、前年同期の水準には至りませんでした。一方、当社グループは、生産効率の

向上による変動費の削減と経費支出の抑制による固定費の圧縮により、利益の確保に努めました。 

その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は、52億38百万円（前年同期比24.2％減）となり、経

常利益は3億83百万円（前年同期比6.5％減）、四半期純利益は2億16百万円（前年同期比21.1％減）と

なりました。 

＜ケミカルズ部門＞  

粘着剤関連製品は、フラットパネル・ディスプレイ関連用途、両面テープ等の一般用途の販売数量が

減少し、売上高は30億25百万円（前年同期比19.7％減）となりました。 

微粉体製品は、液晶表示装置用の光拡散フィルム向けなどの販売数量が減少したことから、売上高は

4億14百万円（前年同期比29.3％減）となりました。  

特殊機能材製品は、電子材料用途向けの販売数量が減少し、売上高は6億26百万円（前年同期比

21.4％減）となりました。 

加工製品は、中国市場における機能性粘着テープの販売数量が減少し、売上高は6億69百万円（前年

同期比14.4％減）となりました。 

これらにより、ケミカルズ部門の売上高は47億36百万円（前年同期比20.2％減）となりました。 

＜装置システム部門＞  

装置システム部門は、設備投資の冷え込みの影響を受け、売上高は5億2百万円（前年同期比48.4％

減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末（以下「当期末」という。）の総資産は、前連結会計年度末（以下「前

期末」という。）に比べて4億79百万円増加し、257億9百万円となりました。  

 流動資産は、受取手形及び売掛金が増加したことなどにより、前期末に比べ5億72百万円増加し、113

億92百万円となりました。 

 固定資産は、経営合理化への取り組みの一環として設備投資の抑制・圧縮を実施したことなどによ

り、前期末に比べ92百万円減少し、143億17百万円となりました。  

 一方、負債については支払手形及び買掛金の増加、借入金の返済による減少などにより、前期末に比

べて1億68百万円増加し、108億20百万円となりました。  

 当期末における純資産は、円安の影響による為替換算調整勘定及び少数株主持分の増加などにより、

3億11百万円増加し148億88百万円となりました。  

 これらにより、自己資本比率は前期末56.2％から0.3ポイント減少し55.9％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ3億円減少し、16億27百万円となりました。各

キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

【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

 2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、5億9百万円となりました。  

 これは、主に税金等調整前四半期純利益3億90百万円、減価償却費4億75百万円、仕入債務の増加5億3

百万円などによる増加と、売上債権の増加9億64百万円などの減少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、2億57百万円となりました。  

 これは、主に有形固定資産の取得2億55百万円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） 

財務活動の結果減少した資金は、5億88百万円となりました。  

 これは、主に長期借入金の返済2億77百万円、配当金の支払額2億90百万円などにより減少した結果で

あります。  

  

平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月15日付当社「平成21年3月期決算短信」にて

発表いたしました第2四半期累計期間及び通期の業績予想を修正しております。修正の詳細につきまし

ては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

ａ）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関しては、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、収益性の低下の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。 

ｂ）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。 

② 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 

税金費用の算定に関しては、当第１四半期連結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もり、税引前四半期純利益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。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間から適用

し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合と比べて、売上高は9,447千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ1,492千円増加しております。 

② 表示方法の変更 

 (四半期連結損益計算書関係) 

前第１四半期連結累計期間において営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「補助金収

入」は、営業外収益の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しておりま

す。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の「雑収入」に含まれている「補助金収入」は、5,235千円であり

ます。 

 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)

(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

(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
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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 1,627,659 1,928,358

受取手形及び売掛金 6,060,723 5,043,867

商品及び製品 2,461,497 2,652,740

仕掛品 226,246 75,240

原材料及び貯蔵品 545,009 547,702

繰延税金資産 221,712 237,678

その他 261,955 345,888

貸倒引当金 △12,801 △11,984

流動資産合計 11,392,002 10,819,491

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,793,823 9,664,794

減価償却累計額 △3,628,379 △3,496,583

建物及び構築物（純額） 6,165,444 6,168,211

機械装置及び運搬具 11,228,836 10,967,476

減価償却累計額 △6,593,996 △6,267,445

機械装置及び運搬具（純額） 4,634,839 4,700,030

土地 885,166 918,336

建設仮勘定 280,687 380,899

その他 949,292 935,747

減価償却累計額 △720,052 △692,292

その他（純額） 229,239 243,455

有形固定資産合計 12,195,377 12,410,932

無形固定資産   

のれん 74,780 85,463

その他 189,652 194,478

無形固定資産合計 264,432 279,941

投資その他の資産   

投資有価証券 601,446 469,039

関係会社出資金 165,848 142,430

繰延税金資産 693,758 724,076

その他 396,940 383,992

貸倒引当金 △620 △620

投資その他の資産合計 1,857,374 1,718,918

固定資産合計 14,317,184 14,409,793

資産合計 25,709,186 25,229,285
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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 4,100,853 3,693,440

短期借入金 631,829 594,257

1年内償還予定の社債 330,000 330,000

1年内返済予定の長期借入金 848,478 884,752

未払法人税等 102,567 50,298

賞与引当金 201,363 214,528

完成工事補償引当金 41,400 31,000

役員賞与引当金 － 6,500

その他 970,010 1,023,252

流動負債合計 7,226,503 6,828,029

固定負債   

社債 670,000 670,000

長期借入金 1,631,594 1,831,668

退職給付引当金 1,037,082 1,056,967

役員退職慰労引当金 9,850 13,827

その他 245,569 251,356

固定負債合計 3,594,095 3,823,819

負債合計 10,820,599 10,651,849

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,361,563 3,361,563

資本剰余金 3,402,816 3,402,816

利益剰余金 7,494,308 7,567,835

自己株式 △10,889 △10,889

株主資本合計 14,247,798 14,321,325

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 97,081 △6,295

為替換算調整勘定 27,140 △128,822

評価・換算差額等合計 124,222 △135,117

少数株主持分 516,566 391,228

純資産合計 14,888,587 14,577,436

負債純資産合計 25,709,186 25,229,285
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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 6,908,673 5,238,619

売上原価 5,029,738 3,527,947

売上総利益 1,878,934 1,710,672

販売費及び一般管理費 1,462,139 1,354,387

営業利益 416,795 356,285

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,409 5,130

持分法による投資利益 19,684 9,076

為替差益 7,112 17,558

補助金収入 － 19,611

雑収入 19,636 15,114

営業外収益合計 51,843 66,491

営業外費用   

支払利息 18,749 27,423

売上割引 5,477 1,698

支払手数料 － 3,750

雑損失 33,771 5,915

営業外費用合計 57,999 38,787

経常利益 410,639 383,989

特別利益   

固定資産売却益 － 271

補助金収入 50,050 39,670

貸倒引当金戻入額 1,408 135

特別利益合計 51,458 40,076

特別損失   

固定資産除却損 7,966 714

投資有価証券評価損 22,050 －

固定資産圧縮損 50,050 33,170

特別損失合計 80,066 33,884

税金等調整前四半期純利益 382,031 390,182

法人税等 84,622 154,943

少数株主利益 23,123 18,740

四半期純利益 274,285 216,498
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(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 382,031 390,182

減価償却費 526,402 475,412

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,888 △135

賞与引当金の増減額（△は減少） △308,906 △13,295

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,154 △19,885

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,661 △3,977

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 16,700 10,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △46,966 △6,500

工事損失引当金の増減額（△は減少） △800 －

受取利息及び受取配当金 △5,409 △5,130

支払利息 18,749 27,423

為替差損益（△は益） △439 430

補助金収入 △50,050 △39,670

固定資産圧縮損 50,050 33,170

固定資産除却損 7,966 714

固定資産売却損益（△は益） － △271

たな卸資産除却損 2,920 －

のれん償却額 9,295 9,295

持分法による投資損益（△は益） △14,873 △9,076

売上債権の増減額（△は増加） 320,914 △964,328

仕入債務の増減額（△は減少） △706,527 503,765

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,419 104,420

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,797 △68,232

その他 105,908 149,590

小計 244,946 574,301

利息及び配当金の受取額 5,356 5,130

補助金の受取額 50,050 39,670

利息の支払額 △21,899 △23,796

法人税等の支払額 △818,839 △85,566

営業活動によるキャッシュ・フロー △540,384 509,739

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 △482,542 △255,580

有形固定資産の売却による収入 － 3,150

無形固定資産の取得による支出 △26,289 △8,152

投資有価証券の取得による支出 △71,882 △2,256

その他 3 5,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △580,710 △257,102

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） 257,100 △20,867

長期借入れによる収入 1,243,706 －

長期借入金の返済による支出 － △277,388

配当金の支払額 △290,053 △290,075

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,210,753 △588,330

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35,682 34,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 53,976 △300,698

現金及び現金同等物の期首残高 2,071,627 1,928,358

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,125,604 1,627,659
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該当事項はありません。 

  

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) 

 
(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ケミカルズ部門………粘着剤、微粉体、特殊機能材、加工製品 

(2) 装置システム部門……大型翼攪拌装置、バッチプロセス自動制御システム、熱媒ボイラー及び熱媒体油 

  

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) 

 
(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ケミカルズ部門………粘着剤、微粉体、特殊機能材、加工製品 

(2) 装置システム部門……大型翼攪拌装置、バッチプロセス自動制御システム、熱媒ボイラー及び熱媒体油 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

ケミカルズ 
(千円)

装置システム
(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

5,934,076 974,597 6,908,673 － 6,908,673

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,811 154,020 156,831 (156,831) －

計 5,936,887 1,128,617 7,065,505 (156,831) 6,908,673

営業利益 321,308 86,468 407,777 9,018 416,795

ケミカルズ 
(千円)

装置システム
(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

4,736,044 502,575 5,238,619 － 5,238,619

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,782 1,000 5,782 (5,782) －

計 4,740,827 503,575 5,244,402 (5,782) 5,238,619

営業利益 334,071 16 334,088 22,197 356,285
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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) 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア地域………中国、シンガポール等 

  

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) 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア地域………中国、シンガポール等 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア地域
(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

5,937,334 971,339 6,908,673 － 6,908,673

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

128,741 39,633 168,375 (168,375) －

計 6,066,076 1,010,972 7,077,048 (168,375) 6,908,673

営業利益 275,236 113,401 388,637 28,157 416,795

日本 
(千円)

アジア地域
(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

4,439,924 798,695 5,238,619 － 5,238,619

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

78,296 11,590 89,887 (89,887) －

計 4,518,220 810,286 5,328,506 (89,887) 5,238,619

営業利益 241,514 98,473 339,987 16,297 356,285
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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) 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア地域………韓国、台湾、中国、シンガポール 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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) 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア地域………韓国、台湾、中国、シンガポール 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

アジア地域

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,210,078

Ⅱ 連結売上高(千円) 6,908,673

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 32.0

アジア地域

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,704,121

Ⅱ 連結売上高(千円) 5,238,619

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 32.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－12－

綜研化学株式会社(4972)平成22年３月期　第１四半期決算短信


	決算短信サマリー情報.pdf
	定性的情報
	連結財務諸表
	連結注記情報



