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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 24,205 △26.1 72 △97.5 △803 ― △915 ―

21年3月期第1四半期 32,735 ― 2,869 ― 2,806 ― 1,120 ―

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 △2.28 ―

21年3月期第1四半期 2.91 ―

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 167,761 45,009 26.8 112.35
21年3月期 163,805 45,372 27.7 113.25

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  44,976百万円 21年3月期  45,339百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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  
 

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

48,000 △20.8 △2,000 ― △3,600 ― △2,600 ― △6.49

通期 112,000 7.0 6,800 26.3 3,800 29.5 1,400 ― 3.50
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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  無  

(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） 

（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。 

(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 

上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替の変動等にかか
わるリスクや不確定要因により実際の業績及び配当金が記載の予想数値と異なる可能性があります。詳細は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下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 403,839,431株 21年3月期  403,839,431株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,546,213株 21年3月期  3,515,620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 400,306,998株 21年3月期第1四半期 384,478,412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１四半期の連結業績につきましては、売上高は242億円（前年同期比85億円減）となりました。無機化学

事業では、主力の酸化チタンがアジア地域を中心に足元の需要回復の傾向があるものの、総じて景気後退によ

る需要減の影響から販売数量は前年同期に比べ大幅に下回り、売上高は105億円（前年同期比33億円減）とな

りました。有機化学事業では、農薬の主力市場である欧州で欧州通貨が前年同期に比べ大幅に円高に推移した

ことなどから売上高は128億円（前年同期比29億円減）となりました。建設事業は売上高５億円（前年同期比

21億円減）、その他の事業は売上高２億円（前年同期並）となりました。 

利益面では、主力の酸化チタン、農薬とも為替の円高の影響も加わり売上高が減少したこと、酸化チタンの

生産調整により製造コストに占める固定費が増大したことなどの要因により、営業利益は72百万円（前年同期

比27億円減）、経常損失は８億円（前年同期比36億円減）、四半期純損失は９億円（前年同期比20億円減）と

いずれも前年同期実績を下回りました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末より11億円減少の114億円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失の計上と売上債権・たな卸資産・仕入債

務などの増減による運転資金の流出により23億円の支出（前年同期比２億円支出増）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などにより７億円の支出（前年同期比13億円支出

減）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の純増などにより18億円の収入（前年同期比61億円収入

減）となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間につきましては、無機化学事業では酸化チタン事業を取り巻く経済環境の回復が予

想より遅れ、当初の想定より減産を強化したこと、有機化学事業では農薬の主力市場である欧州で天候要因に

より殺菌剤の販売が減少したことなどから、平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想を売上高480

億円、営業損失20億円、経常損失36億円、四半期純損失26億円に修正しております。また、個別の業績予想に

つきましても、売上高300億円、営業損失23億円、経常損失35億円、四半期純損失23億円に修正しております。 

詳細につきましては、本日開示しております「平成22年３月期第２四半期累計期間業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照下さい。 

なお、通期の業績予想につきましては、今後の為替相場や関連する需要動向など当社グループを取り巻く経

済環境が不透明な状況にあり、前回発表（平成21年５月15日）の業績予想は修正せずに据え置き、第２四半期

連結累計期間の業績発表時に改めて見直しを行う予定であります。 

 

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） 

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 

該当事項はありません。 
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(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 

（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より適用し、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。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

 

(4) 重要な偶発債務 

１. 四日市工場内における土壌・地下水汚染への対応 

コンプライアンス総点検後のボーリング調査の結果、当社四日市工場内において、土壌環境基準を超過す

る有害物質の検出が認められました。これを受け、当社は、第三者の学識経験者による「環境専門委員会」

を設置し同委員会の指導と助言の下、四日市工場全域の土壌・地下水調査を行った結果、主に工場の過去の

生産活動に由来すると考えられる環境基準を超える汚染が認められましたので、三重県生活環境の保全に関

する条例に基づき土壌・地下水汚染発見に係る届出書を、所管する四日市市に提出しております。今後は、

詳細調査を継続すると共に、具体的な修復対策を立案する段階に入りますが、対策内容が確定していない現

時点では、その費用を合理的に見積ることは困難であります。 

２. 四日市工場内に存在すると推定される埋設物への対応 

コンプライアンス総点検において公表した四日市工場内において撤去を要すると考えられる埋設物等の調

査状況は下記のとおりであり、将来的に一定の範囲での業績への影響は避けられないものと考えていますが、

現在も埋設物の種類・性状・埋設物等の確認に至っておらず、その措置に関する費用を現時点で合理的に見

積ることは困難であります。 

①第２グラウンドの埋設物 

当該場所は、過去に沈殿池として使用されていた経緯から、合法的に処理された廃棄物も存在しており、

これらと違法性の認められる埋設物を峻別の上撤去することとなります。埋設物の位置を特定するための確

認調査の過程で、地中での金属反応と他の地層と異なる地質が存在することを確認しており、ボーリング及

び試掘調査を開始しています。 

②旧ＳＲ(合成ルチル)工場跡地の無機性汚泥など 

この埋設物は、同工場の解体・整地後、堆積されたフェロシルトの一部が出荷されずに残ったまま、平成

15年１月の緑地造成工事で覆土されたものであると推定されます。現在は、当該場所の上に仮保管フェロシ

ルトを堆積しているため、平成21年１月からフェロシルトの搬出を開始し、搬出が完了した区画から順次ボ

ーリングを実施しておりますが、現在までの作業進捗状況からすると、埋設状況の全体概要が判明する時期

は、平成22年度中を目処に考えております。 
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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：百万円)

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 11,730 12,681

受取手形及び売掛金 29,554 23,332

商品及び製品 19,461 22,714

仕掛品 11,721 7,699

原材料及び貯蔵品 12,205 11,173

繰延税金資産 3,201 3,302

その他 3,182 5,827

貸倒引当金 △288 △289

流動資産合計 90,768 86,441

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 22,723 21,596

その他（純額） 32,278 34,132

有形固定資産合計 55,001 55,729

無形固定資産   

のれん 64 70

その他 255 193

無形固定資産合計 319 264

投資その他の資産   

投資有価証券 5,392 5,473

繰延税金資産 15,716 15,323

その他 654 662

貸倒引当金 △72 △69

投資損失引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 21,671 21,370

固定資産合計 76,993 77,363

資産合計 167,761 163,805
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(単位：百万円)

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 16,926 14,481

短期借入金 38,652 38,316

未払法人税等 250 516

フェロシルト回収損失引当金 4,343 4,926

その他の引当金 1,147 742

その他 14,136 13,313

流動負債合計 75,456 72,297

固定負債   

長期借入金 18,846 16,971

退職給付引当金 7,248 7,185

フェロシルト回収損失引当金 11,696 12,316

その他の引当金 400 489

長期預り金 6,638 6,793

その他 2,465 2,378

固定負債合計 47,295 46,135

負債合計 122,751 118,433

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,420 43,420

資本剰余金 10,625 10,625

利益剰余金 △5,913 △4,998

自己株式 △659 △656

株主資本合計 47,472 48,391

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39 △42

繰延ヘッジ損益 3 △1

為替換算調整勘定 △2,570 △3,038

在外子会社年金債務調整額 30 29

評価・換算差額等合計 △2,496 △3,051

少数株主持分 33 32

純資産合計 45,009 45,372

負債純資産合計 167,761 163,805
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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：百万円)

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 32,735 24,205

売上原価 24,403 19,312

売上総利益 8,332 4,893

販売費及び一般管理費 5,463 4,820

営業利益 2,869 72

営業外収益   

受取利息 45 5

受取配当金 14 8

受取賃貸料 － 24

為替差益 843 －

その他 69 47

営業外収益合計 972 86

営業外費用   

支払利息 433 376

持分法による投資損失 282 214

為替差損 － 133

その他 320 237

営業外費用合計 1,035 962

経常利益又は経常損失（△） 2,806 △803

特別利益   

前期損益修正益 － 3

固定資産売却益 － 3

訴訟債務取崩益 427 －

修繕引当金戻入額 186 －

その他 86 －

特別利益合計 700 6

特別損失   

固定資産処分損 99 180

その他 0 25

特別損失合計 99 206

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

3,406 △1,003

法人税、住民税及び事業税 252 227

法人税等調整額 2,035 △315

法人税等合計 2,287 △87

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,120 △915
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

3,406 △1,003

減価償却費及びその他の償却費 1,314 1,365

減損損失 － 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 △2

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

47 △4

フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) △3,126 △1,203

その他の引当金の増減額（△は減少） 284 404

受取利息及び受取配当金 △59 △13

支払利息 433 376

為替差損益（△は益） △29 12

持分法による投資損益（△は益） 285 214

固定資産処分損益（△は益） 33 30

売上債権の増減額（△は増加） △5,873 △5,612

たな卸資産の増減額（△は増加） 442 △1,614

その他の流動資産の増減額（△は増加） △85 438

仕入債務の増減額（△は減少） 1,320 2,232

その他の流動負債の増減額（△は減少） 332 2,640

その他 △0 △1

小計 △1,289 △1,716

利息及び配当金の受取額 61 14

利息の支払額 △283 △282

法人税等の支払額 △582 △382

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,093 △2,367

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20 △20

定期預金の払戻による収入 20 20

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △583 △2

固定資産の取得による支出 △1,588 △809

固定資産の売却による収入 1 26

貸付けによる支出 △174 △14

貸付金の回収による収入 194 32

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,150 △766
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(単位：百万円)

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) 

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） 172 △483

長期借入れによる収入 1,830 3,139

長期借入金の返済による支出 △513 △504

リース債務の返済による支出 △100 △139

自家発電事業関連設備の譲渡による収入 6,669 －

預り金の返済による支出 － △135

自己株式の純増減額（△は増加） △5 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,051 1,873

現金及び現金同等物に係る換算差額 △332 66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,476 △1,193

現金及び現金同等物の期首残高 28,373 12,648

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 149 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,998 11,454
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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) 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） 

(単位：百万円) 

 
無機化学 

事業 

有機化学

事業 
建設事業

その他の

事業 
計 

消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

13,935 15,823 2,695 280 32,735 － 32,735

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 944 405 1,349 （1,349） －

計 13,935 15,823 3,639 686 34,085 （1,349） 32,735

営業利益 
又は営業損失(△） 

△360 3,967 64 5 3,677 （807） 2,869

 

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） 

(単位：百万円) 

 
無機化学 

事業 

有機化学

事業 
建設事業

その他の

事業 
計 

消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

10,565 12,840 546 253 24,205 － 24,205

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 382 177 560 （560） －

計 10,565 12,840 929 430 24,766 （560） 24,205

営業利益 
又は営業損失(△） 

△953 1,632 △17 43 705 （632） 72

 

(注)  1. 事業区分は、製品の種類、製造方法及び市場等の類似性を勘案して決定しており、各事業区分に属す

る主要な製品又は事業内容は、次のとおりであります。 

(1) 無機化学事業：酸化チタン、機能材料、電子材料、その他化成品 

(2) 有機化学事業：農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤等）、有機中間体、医薬 

(3) 建設事業  ：建設業 

(4) その他の事業：商社業等 

2. 会計基準等の変更 

「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」に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「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)を適用

しております。これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
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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） 

(単位：百万円) 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

18,605 2,486 682 10,961 32,735 － 32,735

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

10,147 1,196 3 21 11,368 （11,368） －

計 28,753 3,682 685 10,982 44,104 （11,368） 32,735

営業利益 
又は営業損失(△) 

3,605 △288 △57 478 3,738 （869） 2,869

 

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） 

(単位：百万円) 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

13,246 1,526 453 8,977 24,205 － 24,205

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

6,564 1,103 0 36 7,704 （7,704） －

計 19,811 2,630 454 9,013 31,910 （7,704） 24,205

営業利益 
又は営業損失(△) 

390 100 △50 750 1,191 （1,118） 72

 

(注)  1. 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、本邦以外の

各区分に属する主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：シンガポール、台湾 

(2) 米州 ：米国 

(3) 欧州 ：ベルギー、フランス、スペイン 

2. 会計基準等の変更 

「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」に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「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)を適用

しております。これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
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【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） 

 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,158 3,329 11,444 142 21,074

Ⅱ 連結売上高（百万円）  32,735

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

18.8 10.2 35.0 0.4 64.4

 

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） 

 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,397 1,867 9,373 25 15,664

Ⅱ 連結売上高（百万円）  24,205

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

18.2 7.7 38.7 0.1 64.7

 

(注)  1. 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、各区分に属

する主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、シンガポール 

(2) 米州 ：米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ 

(3) 欧州 ：ドイツ、オランダ、フランス、英国、ベルギー、イタリア、東欧及び中東地域 

(4) その他：オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ 

2. 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。 

 

(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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