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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8月31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 ％

21年11月期第3四半期 35,036 ― 159 ― △188 ― △294 ―

20年11月期第3四半期 37,060 △0.5 70 △53.5 226 △35.5 364 317.4

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

21年11月期第3四半期 △12.25 ―

20年11月期第3四半期 15.12 ―

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

21年11月期第3四半期 30,138 11,237 37.3 466.89
20年11月期 32,998 11,560 35.0 480.18

（参考） 自己資本   21年11月期第3四半期  11,237百万円 20年11月期  11,560百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年11月期 ― 3.00 ―

21年11月期 
（予想）

3.00 6.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 48,000 △4.0 300 ― 50 △31.1 △170 ― △7.06



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、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） 

（注）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．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成して
おります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 21年11月期第3四半期 24,293,117株 20年11月期  24,293,117株

② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  224,692株 20年11月期  218,471株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第3四半期 24,069,908株 20年11月期第3四半期 24,083,545株



当第３四半期連結累計期間（平成20年12月1日～平成21年8月31日）におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な

金融危機の影響を受け、企業収益や雇用情勢の低迷が続くなか、在庫調整の進展により一部では生産回復の兆しが見

られるものの、景気の先行きは不透明な状況が続くことが予測されます。 

このような状況のもと、当社グループでは、化成品事業を取り巻く事業環境の変化に対処すべく、迅速な構造改革

を実施するなどの体質強化に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は３５０億３千６百万円（前年同期比5.5%減）、営業利益は１億５

千９百万円（前年同期比125.6%増）となりました。また、持分法による投資損失を計上した事により経常損失は１億

８千８百万円（前年同期は２億２千６百万円の経常利益）、四半期純損失は２億９千４百万円（前年同期は３億６千

４百万円の四半期純利益）となりました。 

  

事業別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

医薬品事業 

医療用医薬品は、主力の外皮用剤が調剤薬局の開拓により採用件数が増え、処方量が拡大し堅調に推移いたしまし

た。 

一般用医薬品は、新型インフルエンザ感染予防の意識の高まりに対応し、マスク、うがい薬、手指消毒剤などの関

連商品の調達・供給体制に注力した結果、全体の業績を牽引し前年を上回りました。 

この結果、当事業全体の売上高は１３１億７千７百万円（同6.0%増）、営業損失は２億７百万円（前年同期は４億

１千１百万円の営業損失）となりました。 

  

医薬・香粧原料事業 

医療用医薬品原料は、政府のジェネリック医薬品普及策による市場の拡大により抗アレルギー剤を中心に引き続き

順調に推移いたしました。 

一般用医薬品原料は、新型インフルエンザの影響もあり、うがい薬や消毒剤の原料が大きく伸長いたしました。ま

た、関連会社の解熱鎮痛剤原料やビタミンＢ2誘導体原料は堅調に推移したものの、一部輸入原料が価格競争などに

より苦戦を強いられ、全体的には横ばいで推移いたしました。 

香粧原料は、化粧品市場全体の低迷により、特に大手メーカーの中価格帯商品の荷動きが依然鈍く、主力原料を中

心に近年にない厳しい状況で推移いたしました。 

健康食品原料は、大手メーカーの生産調整を受けたものの、新規原料の採用やメタボリック・アイケア・美容関連

原料が伸長した結果、前年を大きく上回る業績となりました。 

この結果、当事業全体の売上高は１３１億１千６百万円（同3.0%増）、営業利益８億１千４百万円（同17.7%増）

となりました。 

  

化成品事業 

関連会社のめっき薬品は、国内の主要顧客であるプリント基板・電子部品メーカーの稼働率が前期に引き続き厳し

い状況のため低調に推移いたしました。一方、輸出においては香港・韓国向けは好調に推移いたしました。 

化学品原料は、主要顧客であるめっき薬品・電子材料メーカーにも若干の回復傾向が見られたものの、低調に推移

いたしました。 

特殊化成品のポリマー重合触媒は伸長いたしましたが、受託の医薬中間体は原料の値上げや開発品の導入遅れによ

り低調に推移いたしました。 

この結果、当事業全体の売上高は５８億３千４百万円（同33.8%減）、営業利益は1百万円（同99.5%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



食品原料事業 

関連会社製品は、主力のエキス系天然調味料が、即席麺市場を中心とした低価格指向の影響から引き続き低調に推

移し、また粉末加工を主体とした受託ビジネスの新規獲得も計画を下回りました。 

輸入原料は、酵母エキスが新規用途への展開に加え、大型製品への採用により引き続き好調に推移し、トマトパウ

ダー、乾燥オニオン、乾燥ポテトなどの主力原料も、内食化傾向やスナック食品市場の成長を背景に堅調に推移いた

しました。 

この結果、当事業全体の売上高は２９億７百万円（同5.5%減）、営業利益は１億３千２百万円（同76.1%増）とな

りました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産額３０１億３千８百万円（前連結会計年度末比

２８億５千９百万円減）、負債合計１８９億１百万円（同２５億３千６百万円減）、純資産は１１２億３千７百万円

（同３億２千２百万円減）となりました。総資産の減少の主な理由は、受取手形及び売掛金の減少２３億９千４百万

円、たな卸資産の減少１億９千１百万円,投資有価証券の減少２億９千４百万円によるものです。負債合計減少の主

な理由は支払手形及び買掛金の減少２０億４百万円によるものです。純資産の減少の主な理由は利益剰余金の減少４

億３千９百万円、その他有価証券評価差額金の増加１億２千３百万円によるものです。 

  

キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは増加、投資活動によるキャッシュ・フローは減少、財務活動によるキャッシュ・フローは減少、これに

現金及び現金同等物に係る換算差額を加えた全体で２億２千万円の増加となり、当第３四半期連結累計期間末におけ

る資金残高は１６億９千９百万円となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と

それらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は９億９千６百万円となりました。これは、主

に、税金等調整前四半期純損失２億８百万円、減価償却費３億７千４百万円、持分法による投資損失４億３千２百万

円、売上債権の減少額２３億９千４百万円、たな卸資産の減少額１億９千１百万円、仕入債務の減少額２０億４百万

円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３四半期連結累計期間における投資活動により減少した資金は１億７千１百万円となりました。これは、主

に、有形固定資産の取得による支出１億６百万円、無形固定資産の取得による支出４千９百万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） 

当第３四半期連結累計期間における財務活動により減少した資金は６億４百万円となりました。これは、主に、短

期借入金の純減少額３億円、長期借入金の返済による支出１億８千万円、配当金の支払額１億１千８百万円によるも

のであります。 

  

平成21年11月期の業績予想につきましては、平成21年7月14日に公表しました業績予想に変更はありません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



   

該当事項はありません。  

   

①たな卸資産の実地棚卸の省略  

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し第２四半期連結会計期間末に

係る実地たな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。  

②たな卸資産の収益性の低下による簿価切下げの方法 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」に基づく簿価切下げについては、収益性が低下していることが明らかな

たな卸資産についてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行うこととしております。 

③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する方法により算定し

ております。  

   

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

また、本会計基準の適用に伴い、前連結会計年度まで営業外費用で計上しておりました商品廃棄損及び営業外

収益で計上しておりました商品廃棄に係る保険金収入を当連結会計年度より売上原価に計上する方法に変更して

おります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ売上総利益及び営業利益がそれぞれ132,298千円減少し、経常損失

及び税金等調整前四半期純損失は57,252千円増加しております。 

なお、これによるセグメント情報に与える影響額は当該箇所に記載しています。 

  

③リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。また、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法を採用しております。 

これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常損失、税金等調整前四半期純損失及びセグメント情

報に与える影響は軽微であります。 

  

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



（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）を契機に耐用年数の見

直しを行い、第１四半期連結会計期間より機械装置について改正後の税法耐用年数を適用しております。  

これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常損失、税金等調整前四半期純損失及びセグメント情

報に与える影響は軽微であります。 

  

役員退職慰労金制度の廃止 

当社及び連結子会社である岩城製薬株式会社は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりましたが、当社は平成21年２月26日開催の定時株主総会

終結の時、岩城製薬株式会社は平成21年１月30日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃

止しております。 

これに伴い、在任期間に応じた役員退職慰労引当金は全額取崩し、打切り支給額の未払分を固定負債の「その

他」に計上しています。  

なお、当第３四半期連結会計期間の連結貸借対照表においては、当該未払額175,390千円が固定負債の「その

他」に含まれております。 



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３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,699,637 1,479,601

受取手形及び売掛金 13,422,237 15,816,667

商品及び製品 2,604,934 2,602,955

仕掛品 700,095 881,552

原材料及び貯蔵品 369,720 381,379

その他 606,039 640,897

貸倒引当金 △45,613 △31,894

流動資産合計 19,357,051 21,771,157

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,678,089 5,678,316

減価償却累計額 △3,688,381 △3,562,729

建物及び構築物（純額） 1,989,707 2,115,586

機械装置及び運搬具 6,174,108 6,125,184

減価償却累計額 △5,600,460 △5,469,350

機械装置及び運搬具（純額） 573,647 655,834

土地 2,534,279 2,542,131

その他 1,024,123 917,334

減価償却累計額 △815,687 △780,274

その他（純額） 208,436 137,059

有形固定資産合計 5,306,071 5,450,611

無形固定資産 373,400 370,848

投資その他の資産   

投資有価証券 4,287,101 4,581,947

その他 899,879 919,129

貸倒引当金 △85,009 △95,647

投資その他の資産合計 5,101,971 5,405,429

固定資産合計 10,781,443 11,226,889

資産合計 30,138,495 32,998,047



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,466,439 13,470,980

短期借入金 4,040,000 4,340,000

未払費用 499,233 935,037

未払法人税等 176,993 40,690

その他 461,155 208,830

流動負債合計 16,643,821 18,995,538

固定負債   

長期借入金 1,040,000 1,220,000

退職給付引当金 665,874 729,119

その他 551,407 493,190

固定負債合計 2,257,281 2,442,310

負債合計 18,901,103 21,437,849

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,572,382 2,572,382

資本剰余金 2,088,222 2,088,222

利益剰余金 6,400,675 6,840,404

自己株式 △53,245 △52,135

株主資本合計 11,008,035 11,448,873

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 271,090 147,240

繰延ヘッジ損益 △6,130 △15,133

為替換算調整勘定 △35,603 △20,781

評価・換算差額等合計 229,356 111,325

純資産合計 11,237,392 11,560,198

負債純資産合計 30,138,495 32,998,047



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 35,036,689

売上原価 29,983,820

売上総利益 5,052,869

販売費及び一般管理費 4,893,671

営業利益 159,198

営業外収益  

受取利息 2,738

受取配当金 23,674

受託研究収入 33,521

その他 95,962

営業外収益合計 155,897

営業外費用  

支払利息 49,205

持分法による投資損失 432,647

その他 21,651

営業外費用合計 503,504

経常損失（△） △188,409

特別利益  

固定資産売却益 968

投資有価証券売却益 357

特別利益合計 1,325

特別損失  

固定資産処分損 1,082

減損損失 20,361

投資有価証券評価損 464

特別損失合計 21,908

税金等調整前四半期純損失（△） △208,991

法人税、住民税及び事業税 165,297

法人税等調整額 △79,370

法人税等合計 85,926

四半期純損失（△） △294,918



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31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損失（△） △208,991

減価償却費 374,425

持分法による投資損益（△は益） 432,647

減損損失 20,361

退職給付引当金の増減額（△は減少） △63,245

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,081

受取利息及び受取配当金 △26,413

支払利息 49,205

売上債権の増減額（△は増加） 2,394,429

たな卸資産の増減額（△は増加） 191,136

仕入債務の増減額（△は減少） △2,004,540

未払費用の増減額（△は減少） △436,567

その他 207,408

小計 932,939

利息及び配当金の受取額 87,848

利息の支払額 △48,738

役員退職慰労金の支払額 △7,520

法人税等の支払額 △28,698

法人税等の還付額 61,106

営業活動によるキャッシュ・フロー 996,936

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 △106,134

無形固定資産の取得による支出 △49,119

有形固定資産の売却による収入 1,137

投資有価証券の取得による支出 △11,980

その他 △5,230

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,326

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） △300,000

長期借入金の返済による支出 △180,000

配当金の支払額 △118,499

その他 △6,213

財務活動によるキャッシュ・フロー △604,712

現金及び現金同等物に係る換算差額 △861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 220,036

現金及び現金同等物の期首残高 1,479,601

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,699,637



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日） 

 （注）１. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 事業は製品の種類及び販売経路の類似性によりセグメンテーションしております。 

２. 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更」に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用しております。 

    この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益は「医薬品」で

26,712千円、「医薬・香粧原料」で62,725千円、「化成品」で38,449千円、「食品原料」で4,412千円減少

しております。  

  

当第３四半期連結累計期間(自平成20年12月１日 至平成21年８月31日)において四半期報告書提出会社及び連

結子会社は、同一の本国に所在し本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社の売上がないため、該当事項はあ

りません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自平成20年12月１日 至平成21年８月31日)の海外売上高は、連結売上高の10％未

満のため、記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（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〕

    

  
医薬品 
（千円） 

医薬・香
粧原料 
（千円） 

化成品
（千円） 

食品原料
（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 
 13,177,963  13,116,737  5,834,828  2,907,160  35,036,689 －  35,036,689

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －     368,002 － －  368,002 (368,002) － 

計  13,177,963  13,484,740  5,834,828  2,907,160  35,404,692 (368,002)  35,036,689

営業利益（又は営業損失）  △207,813  814,547  1,026  132,146  739,906 (580,708)  159,198

事業区分 主要な製品

医薬品 医療用、一般用、動物用及び体外診断用医薬品、検査用試薬 

医薬・香粧原料 医薬品原料、香粧原料 

化成品 電子工業用薬品、表面処理薬品、化成品 

食品原料 天然調味料、乾燥野菜、乳製品、果実・茶の加工品 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 

（平成20年11月期第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  37,060,406

Ⅱ 売上原価  32,132,378

売上総利益  4,928,028

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,857,466

営業利益  70,561

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息  3,449

２．受取配当金  24,805

３．受取賃貸料  29,785

４．受取事務手数料  17,916

５．受託研究収入  2,413

６．持分法による投資利益  91,529

７．保険金収入  33,005

８．その他  68,552

計  271,456

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  60,924

２．商品廃棄損  35,804

３．その他  18,749

計  115,478

経常利益  226,540



  

  

科目 

前年同四半期 

（平成20年11月期第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅵ 特別利益  

１．関係会社株式売却益  103,333

２．投資有価証券売却益  35

３．製造販売権譲渡益  30,000

計  133,368

Ⅶ 特別損失  

１．固定資産処分損  1,982

２．役員退職慰労金  44,000

３．過年度役員退職慰労引当
金繰入  156,520

計  202,502

税金等調整前四半期純利益  157,405

法人税、住民税及び事業税  14,197

法人税等調整額  △220,918

四半期純利益  364,127



前第３四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年11月期第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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  157,405

  減価償却費  392,430

  持分法による投資利益 △91,529

  関係会社株式売却益 △103,333

  退職給付引当金の増減額（減少：△）  6,109

  返品調整引当金の増減額（減少：△） △400

  役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  173,569

  貸倒引当金の増減額（減少：△） △9,471

  受取利息及び受取配当金 △28,255

  支払利息  60,924

  売上債権の増減額（増加：△） △779,712

  たな卸資産の増減額（増加：△） △332,698

  仕入債務の増減額（減少：△）  645,926

  役員退職慰労金  44,000

  未払費用の増減額（減少：△） △192,484

  その他  75,541

  小計  18,022

  利息及び配当金の受取額  102,607

  利息の支払額 △60,924

  役員退職慰労金の支払額 △44,000

  法人税等の支払額 △62,596

  法人税等の還付額  126,437

  営業活動によるキャッシュ・フロー  79,546

Ⅱ 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 △406,162

  無形固定資産の取得による支出 △99,684

  投資有価証券の取得による支出 △6,718

  連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入  118,936

  その他  105,190

  投資活動によるキャッシュ・フロー △288,437



  

  

  
前年同四半期

（平成20年11月期第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

  短期借入金の増減額（減少：△）  300,000

  長期借入金の返済による支出 △180,000

  配当金の支払額 △115,906

  その他 △2,048

    財務活動によるキャッシュ・フロー  2,044

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  120

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △206,726

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,727,671

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,520,945



前第３四半期連結累計期間（自平成19年12月1日 至平成20年8月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

事業は製品の種類及び販売経路の類似性によりセグメンテーションしております。 

２．当連結第３四半期における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は478,278

千円であり、その主なものは、親会社の本社管理部門（総務、経理等）に係わる費用であります。 

  

当連結第３四半期及び前連結会計年度において、当社グループは同一の本国に所在し本邦以外の国又は地

域に所在する連結子会社の売上高がないため、当該事項はありません。 

当連結第３四半期及び前連結会計年度の海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、記載を省

略しております。 

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
医薬品 
（千円） 

医薬・香粧

原料(千円） 
化成品

（千円） 
食品原料 

（千円）  
計（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

 売上高及び営業損益               

売上高               

（1）外部顧客に対する売上高 12,429,520 12,735,890 8,817,504 3,077,491 37,060,406 － 37,060,406 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 380,101 － － 380,101 (380,101) － 

計  12,429,520 13,115,991 8,817,504 3,077,491 37,440,507 (380,101) 37,060,406 

営業費用 12,841,351 12,424,195 8,625,075 3,002,458 36,893,080 96,764 36,989,845 

営業利益（又は営業損失） △411,830 691,795 192,428 75,032 547,426 (476,865) 70,561 

事業区分 主要な製品

医薬品 医療用、一般用、動物用及び体外診断用医薬品、検査用試薬 

医薬・香粧原料 医薬品原料、香粧原料 

化成品 電子工業用薬品、表面処理薬品、化成品 

食品原料 天然調味料、乾燥野菜、乳製品、果実・茶の加工品 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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