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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 3,371 △35.3 △96 ― 21 △97.4 △30 ―

21年3月期第1四半期 5,212 ― 770 ― 834 ― 458 ―

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 △2.66 ―

21年3月期第1四半期 39.93 ―

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 20,847 11,815 50.0 907.55
21年3月期 20,238 11,772 51.8 913.00

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,422百万円 21年3月期  10,485百万円

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  

   平成22年３月期の期末配当及び年間配当予想については、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 ― 6.00 ― 9.00 15.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

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  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 
連結累計期間

6,410 △39.8 △970 ― △730 ― △900 ― △78.36

通期 14,850 △10.2 △330 ― 70 △91.8 △170 ― △14.80



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  
（注）詳細は、４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） 

(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 

 上記の業績予想は、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、今後様々な要因によって予想数値と異
なる場合があります。 

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 11,500,000株 21年3月期  11,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  15,941株 21年3月期  15,386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 11,484,502株 21年3月期第1四半期 11,485,871株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気後退により、企業収益

の悪化と個人消費の低迷が進行しました。また、当社グループにおきましては、昨年度後半からの

ユーザーサイドでの生産・在庫調整による需要の激減という、きわめて厳しい経営環境が引続きま

した。  

このような状況のもとで、当社グループは、収益および財務体質の改善・向上を図るため、経営

全般にわたるコストダウンの徹底強化、ならびに投資の重点選別と在庫削減によるキャッシュ・フ

ローの改善に努めてまいりました。 

 その結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）となり、営業損失は 百万円（前

年同四半期は営業利益 百万円）、経常利益は 百万円（前年同四半期比 ％減）、四半期純

損失は 百万円（前年同四半期は四半期純利益 百万円）となりました。 

部門別の販売状況は、次のとおりであります。 

＜高機能樹脂原料＞ 

・ビフェノール 

 ビフェノール〈パソコン、携帯電話等のＩＴ関連機器やデジタル家電の電子部品に用いられる

耐熱性、精密成形性に優れた液晶ポリマー（ＬＣＰ）の原料〉は、国内・輸出ともに販売数量が

減少したため、売上高は前年同四半期に比べ減少しました。 

・特殊ビスフェノール 

 特殊ビスフェノール（耐熱性、光学特性に優れた特殊ポリカーボネート樹脂や特殊エポキシ樹

脂の原料）は、販売数量が減少したため、売上高は前年同四半期に比べ減少しました。 

 この結果、高機能樹脂原料部門の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）となり、総

売上高に占める割合は ％（同 ポイント増）となりました。 

＜高機能化学品＞ 

・フォトレジスト材料 

 フォトレジスト材料〈半導体及びＬＣＤ（液晶ディスプレー）の製造過程で使用〉は、半導体

用、ＬＣＤ用ともに販売数量が減少したため、売上高は前年同四半期に比べ減少しました。 

・トリメチルフェノール 

 トリメチルフェノール〈主に家畜用飼料の添加剤に使用されるビタミンＥの原料〉は、国内・

輸出ともに販売数量が減少し、売上高は前年同四半期に比べ減少しました。 

・その他メタパラクレゾール誘導品 

その他のメタパラクレゾール誘導品は、販売数量が減少したため、売上高は前年同四半期に比べ

減少しました。 

 この結果、高機能化学品部門の売上高は、 百万円（前年同四半期比 ％減）となり、総

売上高に占める割合は ％（同 ポイント減）となりました。 

＜その他化成品＞ 

 受託生産品等の売上高は、 百万円（前年同四半期比 ％減）となり、総売上高に占める割

合は ％（同 ポイント増）となりました。  

【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

3,371 35.3 96

770 21 97.4

30 458

1,162 30.5

34.5 2.4

1,769 40.5

52.5 4.6

438 22.0

13.0 2.2



 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て 百万円増加し、 百
万円となりました。 

 流動資産合計は、現金及び預金の増加（ 百万円）、売掛金の増加（ 百万円）等により、前

連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。 

 固定資産合計は、機械装置及び運搬具の減少（ 百万円）等により、前連結会計年度末に比べて

百万円減少し、 百万円となりました。 

 負債合計は、買掛金の増加（ 百万円）、長期借入金の減少（ 百万円）等により、前連結会

計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は ％となり、前連結会計年度末に比べて ポイント低下しまし
た。  

  

 平成21年５月15日に公表しました業績見通しの数字に変更はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

① 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 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しております。 

 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。  

  

該当事項はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

608 20,847

506 762

909 9,828

276

300 11,019

695 194

565 9,032

50.0 1.8

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



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 1,728 1,222

受取手形及び売掛金 2,742 1,980

商品及び製品 3,901 4,180

仕掛品 366 372

原材料及び貯蔵品 515 657

その他 572 506

流動資産合計 9,828 8,919

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 7,566 7,843

その他（純額） 2,297 2,299

有形固定資産合計 9,864 10,142

無形固定資産 229 245

投資その他の資産   

その他 929 935

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 925 931

固定資産合計 11,019 11,319

資産合計 20,847 20,238

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,162 467

短期借入金 3,956 3,939

未払法人税等 69 180

役員賞与引当金 3 14

その他 985 842

流動負債合計 6,177 5,444

固定負債   

長期借入金 1,500 1,694

退職給付引当金 1,254 1,181

役員退職慰労引当金 46 100

その他 53 45

固定負債合計 2,854 3,022

負債合計 9,032 8,466



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500 1,500

資本剰余金 1,013 1,013

利益剰余金 7,813 7,947

自己株式 △9 △9

株主資本合計 10,316 10,451

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20 △22

為替換算調整勘定 125 56

評価・換算差額等合計 105 34

少数株主持分 1,392 1,286

純資産合計 11,815 11,772

負債純資産合計 20,847 20,238



（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 5,212 3,371

売上原価 3,960 3,049

売上総利益 1,251 322

販売費及び一般管理費 480 418

営業利益又は営業損失（△） 770 △96

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 2

受取補償金 113 138

助成金収入 － 43

その他 24 1

営業外収益合計 140 185

営業外費用   

支払利息 33 26

生産休止費用 36 34

その他 7 5

営業外費用合計 77 67

経常利益 834 21

税金等調整前四半期純利益 834 21

法人税等 314 2

少数株主利益 60 49

四半期純利益又は四半期純損失（△） 458 △30



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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