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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 29,750 △25.2 488 △24.4 485 △28.8 258 △27.2
21年3月期第1四半期 39,767 6.2 645 4.8 682 △13.7 354 △55.9

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 6.18 ―
21年3月期第1四半期 8.49 ―

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 45,852 11,828 25.5 279.82
21年3月期 43,384 10,843 24.7 256.33

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,686百万円 21年3月期  10,705百万円

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  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

67,800 △16.6 610 △53.8 550 △61.7 270 △70.5 6.46

通期 138,800 △3.8 1,400 △33.1 1,430 △25.5 790 △8.8 18.92



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） 

(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 
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としているものであり、実際の業績は、今後様々な要因により大きく異なる
場合がありますことをご承知おきください。 

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 41,780,000株 21年3月期  41,780,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  16,488株 21年3月期  16,488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 41,763,512株 21年3月期第1四半期 41,763,711株



①当期の業績の概況 

当第1四半期連結会計期間における我が国経済は、米国発の金融危機を契機とする世界同時不況の影響

により景気は依然として厳しい状況にあるものの、在庫調整の進捗や中国を中心とした対外経済環境の改

善により、生産や輸出には持ち直しの動きも見られるようになりました。 

しかしながら、生産活動は未だに極めて低い水準にあり、企業収益や設備投資は大幅な減少が続き、雇

用情勢の一層の悪化が懸念されているなど、景気を下押しするリスクは依然として残っている状況にあり

ます。 

このような状況下、当社グループといたしましては、引続き当社グループの得意分野である中国関連取

引を中心に注力分野の強化・深耕に取り組み、事業を推進してまいりましたが、前年度下期に生じた急激

な需要減少と市況悪化の影響から完全に回復するには至らず、当第1四半期連結会計期間の当社グループ

の売上高は297億5千万円（前年同四半期比25.2％減）、営業利益は4億8千8百万円（同24.4％減）となり

ました。 

また、借入金等の減少により金融費用が減少いたしましたものの、主に合成樹脂関連事業投資先の持分

法による投資利益が減少したことから、経常利益につきましては4億8千5百万円（同28.8％減）となり、

四半期純利益につきましても2億5千8百万円（同27.2％減）と前年同期を下回る結果となりました。 

  

②事業の種類別セグメントの状況 

事業別の状況は次のとおりであります。 

  

【化学品関連事業】 

塗料・接着剤用薬品や有機溶剤等を中心とした国内取引はやや持ち直したものの、前年度下期に生じ

た急速な需要減少と市況悪化の影響による在庫調整の影響が続き低調に推移いたしました。 

また、鉱産物・難燃剤関連製品及び無機薬品等の輸入取引は、特に在庫調整の影響が大きかったこと

から低迷いたしました。 

この結果、化学品関連事業の売上高は107億9百万円（同30.7％減）、営業利益は2億6千2百万円（同

28.7％減）となりました。 

  

【合成樹脂関連事業】 

自動車部品関連取引、液晶パネル用フィルム関連取引及び半導体デジタル用副資材取引は、持ち直し

の動きは見られたものの、需要減少と在庫調整の影響が続き低迷いたしました。 

また、包装用資材取引や樹脂原料取引等につきましても、総じて低調に推移いたしました。 

この結果、合成樹脂関連事業の売上高は60億7百万円（同28.3％減）、営業利益は4千8百万円（同

47.7％減）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



【機能建材関連事業】 

防水資材取引につきましては、比較的堅調な改修需要を受けて、引続き順調に推移いたしました。 

しかし、景気悪化の影響を受けて建築着工件数が大きく落込むなどの建設不況が続く中、断熱材や住

宅内装部材の取引は引続き減少いたしました。 

この結果、機能建材関連事業の売上高は49億9千3百万円（同16.3％減）、営業利益は4千万円（同

57.5％減）となりました。 

  

【石油関連事業】 

中国政府の積極的な景気回復策を受けて同国経済が回復基調をたどったことから、石油関連製品の貿

易取引及び在中国子会社における石油製品の販売も回復に転じました。 

一方で、国内石油製品販売は、低迷する生産活動による需要減少と、原油価格の反落による石油製品

価格の下落により、引続き低調に推移いたしました。 

この結果、石油関連事業の売上高は42億4千6百万円（同32.9％減）、営業利益は2億6百万円（同

8.1％減）となりました。 

  

【海外業務関連事業】 

水産物等の輸入食料関連取引はほぼ前年並みの取引にて推移いたしましたが、金属製品の輸入取引に

ついては、在庫調整等の影響を強く受けたため減少し、硝子製品の輸入取引も需要減少により低迷いた

しました。 

一方で、発電用設備部材や産業機械部品等の輸出取引は順調であったことから、海外業務関連事業の

売上高は37億9千3百万円（同4.1％増）、営業利益は1億1千5百万円（同14.1％増）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比24億6千8百万円増加の458億5千2百万円と

なりました。 

流動資産は資金需要の減少に伴ない売上債権の流動化を減らしたため、売上債権が増加したこと等によ

り、前連結会計年度末比20億3千1百万円増加の357億2千3百万円となりました。 

固定資産は主に株価の回復等により投資有価証券が増加したため、前連結会計年度末比4億3千6百万円増

加の101億2千8百万円となりました。  

流動負債は主に仕入高の増加に伴い仕入債務が増加したことに加え、短期借入金が増加したことにより、

前連結会計年度末比12億5千万円増加の287億1千4百万円となりました。  

固定負債は株価の回復に伴う長期繰延税金負債の増加等により前連結会計年度末比2億3千2百万円増加の

53億9百万円となりました。 

また、純資産の部は利益剰余金の増加、株価回復によるその他有価証券評価差額金の増加等により前連結

会計年度末比9億8千4百万円増加の118億2千8百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は25.5％となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報



②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は、1億4千8百万円（前年同四半期比6億７

百万円減）となっております。これは、売上債権流動化の減少等による29億2千6百万円の資金減が、税金

等調整前四半期純利益5億2百万円のうち非現金収支等を調整した後の資金の増加5億6百万円及び仕入債務

の増加等による22億7千2百万円の資金増を上回ったこと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） 

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、1億6千1百万円（同8千5百万円減）と

なっております。これは、主に関係会社事業損失に係る支出1億2千万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）  

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は、3億7千4百万円（同11億2千8百万円

増）となっております。これは、主に短期の借入金の純増加5億7千5百万円及び長期借入金の返済による

減少2億円によるものです。 

  

国内外経済ともに、先行きは非常に厳しい局面が続くものと予想されますが、当第1四半期連結会計期

間の業績は概ね期初予想通りに推移しており、 平成21年5月15日付にて公表いたしました業績予想に変更

ありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

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 2,104 1,976

受取手形及び売掛金 28,552 26,405

商品 3,929 4,084

その他 1,528 1,645

貸倒引当金 △390 △419

流動資産合計 35,723 33,692

固定資産   

有形固定資産 674 687

無形固定資産 20 21

投資その他の資産   

投資有価証券 7,286 6,474

その他 2,813 3,191

貸倒引当金 △665 △682

投資その他の資産合計 9,434 8,983

固定資産合計 10,128 9,691

資産合計 45,852 43,384

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,074 21,935

短期借入金 4,875 4,478

未払法人税等 101 198

賞与引当金 81 41

その他 582 810

流動負債合計 28,714 27,464

固定負債   

長期借入金 3,300 3,300

退職給付引当金 253 245

役員退職慰労引当金 104 161

負ののれん 36 38

その他 1,614 1,331

固定負債合計 5,309 5,076

負債合計 34,024 32,541



(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 4,024 4,024

資本剰余金 2,761 2,761

利益剰余金 4,547 4,260

自己株式 △3 △3

株主資本合計 11,329 11,041

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 854 272

繰延ヘッジ損益 △14 △3

為替換算調整勘定 △483 △605

評価・換算差額等合計 356 △336

少数株主持分 141 137

純資産合計 11,828 10,843

負債純資産合計 45,852 43,384



(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 39,767 29,750

売上原価 37,236 27,549

売上総利益 2,531 2,201

販売費及び一般管理費 1,886 1,713

営業利益 645 488

営業外収益   

受取利息 10 8

受取配当金 38 30

為替差益 － 0

負ののれん償却額 2 1

持分法による投資利益 108 6

その他 8 13

営業外収益合計 168 60

営業外費用   

支払利息 56 32

為替差損 26 －

手形売却損 14 7

売掛金売却損 16 6

その他 17 17

営業外費用合計 131 63

経常利益 682 485

特別利益   

貸倒引当金戻入額 24 52

その他 1 0

特別利益合計 25 52

特別損失   

固定資産売却損 11 －

固定資産除却損 2 3

投資有価証券評価損 － 4

持分変動損失 － 26

特別損失合計 13 35

税金等調整前四半期純利益 695 502

法人税、住民税及び事業税 246 86

法人税等調整額 88 152

法人税等合計 335 239

少数株主利益 5 5

四半期純利益 354 258



(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 695 502

減価償却費 16 17

負ののれん償却額 △2 △1

持分法による投資損益（△は益） △64 38

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △46

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 △56

賞与引当金の増減額（△は減少） 44 39

受取利息及び受取配当金 △49 △39

支払利息 56 32

投資有価証券評価損益（△は益） － 4

固定資産売却損益（△は益） △1 △0

持分変動損益（△は益） － 26

売上債権の増減額（△は増加） 1,503 655

売上債権流動化による収入 △599 △2,443

たな卸資産の増減額（△は増加） △248 195

仕入債務の増減額（△は減少） △431 1,071

その他の流動資産の増減額（△は増加） △38 △77

その他投資等の増減額（△は増加） 16 187

その他の流動負債の増減額（△は減少） 35 △127

その他の固定負債の増減額（△は減少） 37 34

その他 105 △40

小計 1,073 △18

利息及び配当金の受取額 75 69

利息の支払額 △34 △23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △655 △175

営業活動によるキャッシュ・フロー 459 △148

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 10 －

出資金の売却による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △5 △6

有形固定資産の売却による収入 1 0

短期貸付けによる支出 － △0

短期貸付金の回収による収入 22 25

長期貸付けによる支出 △97 △60

関係会社事業損失に係る支出 － △120

その他 △5 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △76 △161



(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） △754 575

長期借入金の返済による支出 － △200

少数株主への配当金の支払額 － △0

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △754 374

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △386 127

現金及び現金同等物の期首残高 1,598 1,976

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,212 2,104



当第１四半期連結会計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 

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 事業の区分は、商品の種類、市場の類似性等に照らし内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な商品 

 
３ 事業区分の変更 

    当第1四半期連結会計期間より、従来「燃料・物資関連事業」に区分しておりました物資関連事業(硝子製品 

        の輸入販売）を「海外業務関連事業」に含めて区分しております。この変更は、連結財務諸表提出会社にお 

        いて、同事業を貿易ビジネスに経験豊富な海外業務部門で所管することが今後の同事業の展開に有用である 

        と判断し、管理組織の異動を行ったことによるものであります。また、この事業区分の変更に伴い、「燃料 

    ・物資関連事業」の名称は「石油関連事業」に変更いたしております。この結果、従来の区分の方法と比較 

    して、石油関連事業の売上高は、445百万円減少し、営業利益は、14百万円減少しており、海外業務関連 

    事業については、それぞれ同額増加しております。 

（4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(5）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

化学品関連
事業

(百万円)

合成樹脂関
連事業

(百万円)

機能建材関
連事業

(百万円)

石油関連事
業

(百万円)

海外業務関
連事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

15,450 8,382 5,963 6,327 3,644 39,767 － 39,767

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

113 215 5 68 18 421 （421） －

計 15,563 8,598 5,968 6,395 3,663 40,189 （421） 39,767

営業利益 368 93 95 224 101 883 （237） 645

  事業区分             主要商品

化学品関連事業 有機及び無機工業薬品、石油化学製品、食品添加物、農薬、医薬品、

合成ゴム、肥料、難燃剤、炭素製品等

合成樹脂関連事業 合成樹脂原料並びに製品等

機能建材関連事業 硝子繊維等の建築資材、木材及び木材製品等

石油関連事業 石油製品等

海外業務関連事業 医療機器、農水産物、鋳造物、継手、硝子製品等



  

 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 事業の区分は、商品の種類、市場の類似性等に照らし内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な商品 

 
  

化学品関連
事業

(百万円)

合成樹脂関
連事業

(百万円)

機能建材関
連事業

(百万円)

石油関連事
業

(百万円)

海外業務関
連事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

10,709 6,007 4,993 4,246 3,793 29,750 － 29,750

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

72 165 2 58 28 327 （327） －

計 10,782 6,172 4,996 4,304 3,822 30,078 （327） 29,750

営業利益 262 48 40 206 115 674 （186） 488

  事業区分             主要商品

化学品関連事業 有機及び無機工業薬品、石油化学製品、食品添加物、農薬、医薬品、

合成ゴム、肥料、難燃剤、炭素製品等

合成樹脂関連事業 合成樹脂原料並びに製品

機能建材関連事業 防水資材、断熱材、木材、新建材等の建築資材、木材製品等

石油関連事業 各種石油製品

海外業務関連事業 医療機器、農水産物、鋳造物、継手、硝子製品等



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） 

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の金額割合が90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載は省略しております。 

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） 

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の金額割合が90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載は省略しております。 

  

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 

(1) アジア……………中華人民共和国、大韓民国 

(2) その他の地域……北米、中南米 

    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 

(1) アジア……………中華人民共和国、大韓民国 

(2) その他の地域……北米、中南米 

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。 

  

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,327 523 7,851 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 39,767 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 18.43 1.32 19.74 

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,776 519 7,296

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 29,750 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 22.78 1.74 24.52

（6）株主資本等関係




