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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 14,193 △14.9 639 △12.7 615 △7.7 390 10.7
21年3月期第2四半期 16,677 ― 733 ― 666 ― 352 ―

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2四半期 22.16 ―
21年3月期第2四半期 20.00 ―

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2四半期 31,316 11,840 31.9 567.88
21年3月期 30,728 10,903 30.1 526.10

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,998百万円 21年3月期  9,263百万円

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

21年3月期 ― 4.00 ― 0.00 4.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 8.00 8.00

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 27,700 △4.8 1,100 143.8 950 243.2 450 ― 25.56
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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  
（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 
業績予想につきましては、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。上記予想に関する事項につきましては、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参照ください。 

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2四半期 17,710,000株 21年3月期  17,710,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  103,152株 21年3月期  102,852株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 17,607,034株 21年3月期第2四半期 17,608,535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２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、昨年後半以来の世界

同時不況の影響から徐々に落ち着きを取り戻しつつあります。しかし、本格回復には至っておらず、依然として景気

の先行き不透明感がぬぐえない中、自動車産業を中心に多くの産業で大幅な生産調整が行われ、厳しい状況で推移い

たしました。 

 このような状況下、当社グループは、化粧品関連事業では新製品の投入等により好調に推移しましたが、工業用薬

剤関連事業では需要の低迷が続き、売上高は141億９千３百万円（前年同四半期比14.9％減）となりました。利益面

におきましては、コストダウンや収益性改善を全社的に進め、営業利益は６億３千９百万円（同12.7％減）、経常利

益は６億１千５百万円（同7.7％減）、四半期純利益は３億９千万円（同10.7％増）となりました。 

 工業用薬剤関連事業におきましては、売上高111億３百万円（同19.9％減）となりました。 

 繊維加工用界面活性剤等では、付加価値の高い製品を開発し販売を進めましたが、市況は厳しさが続き、売上高は

減少しました。紙パルプ、金属工業用界面活性剤等においても、受注の低迷で売上高は減少しました。 

 海外では、世界同時不況の影が色濃く残り、先進国では大幅な落ち込みが続きました。中国は、内需の堅調さに支

えられ復調がみえてきましたが、欧米への輸出需要回復にまでは至っておりません。 

 化粧品関連事業におきましては、売上高28億１千６百万円（同11.0％増）となりました。 

 美容市場は相変わらず低迷していますが、業務用総合美容メーカーとしてヘアケア剤、ヘアカラー等を積極的に展

開し、大型店の開拓や新規得意先の獲得等により売上高が増加しました。 

 その他事業におきましては、売上高２億７千２百万円（同1.1％減）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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、５億８千７百万円増加し、313億１千６百万

円となりました。たな卸資産の減少や借入金の返済等による現金及び預金の減少があったものの、受取手形及び売掛

金の増加や土地の取得等による有形固定資産の増加等により、総資産は増加しました。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ、３億４千９百万円減少し、194億７千６百万円となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金の増加、短期借入金の減少であります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、９億３千６百万円増加し、118億４千万円となりました。利益剰余金の

増加、為替換算調整勘定の増加及び少数株主持分の増加が主な要因であります。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の30.1％から31.9％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ、２億３千万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には26億４千万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は16億５千６百万円の収入となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益６億３千３百万円、減価償却費４億９千６百万円を計上したことに加

え、たな卸資産の減少に伴う増加６億３千４百万円、仕入債務の増加に伴う増加５億８千７百万円がありましたが、

売掛債権の増加に伴う減少６億９千１百万円等があったことによるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は４億５千２百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取

得によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は15億７百万円の支出となりました。これは主に、借入金の減少によるも

のです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年10月23日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
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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） 

 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 

（簡便な会計処理）  

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変動がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ②棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が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。 

 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して算出する方法

によっております。 

 ④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が

あるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法に

よっております。 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）  

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法

定実効税率を使用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。 

（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 

 該当事項はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,836,426 3,056,154

受取手形及び売掛金 7,431,141 6,572,723

商品及び製品 2,121,368 2,290,691

仕掛品 414,994 467,350

原材料及び貯蔵品 1,896,942 2,158,028

その他 540,858 592,364

貸倒引当金 △80,563 △77,260

流動資産合計 15,161,169 15,060,051

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,766,630 4,828,109

機械装置及び運搬具（純額） 1,328,074 1,397,747

土地 6,268,891 6,141,754

その他（純額） 1,060,513 658,637

有形固定資産合計 13,424,110 13,026,249

無形固定資産 440,143 470,914

投資その他の資産 2,291,190 2,171,731

固定資産合計 16,155,444 15,668,896

資産合計 31,316,613 30,728,947

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,481,573 2,792,642

短期借入金 5,699,445 7,379,340

未払法人税等 154,908 99,509

賞与引当金 386,870 314,000

その他 1,716,981 1,500,846

流動負債合計 11,439,779 12,086,340

固定負債   

長期借入金 4,915,414 4,589,654

退職給付引当金 2,312,905 2,284,473

役員退職慰労引当金 164,190 210,510

負ののれん 23,900 27,486

その他 620,179 627,067

固定負債合計 8,036,589 7,739,192

負債合計 19,476,369 19,825,532
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,898,545 2,898,545

資本剰余金 3,040,167 3,040,167

利益剰余金 5,817,674 5,427,586

自己株式 △42,717 △42,589

株主資本合計 11,713,669 11,323,709

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 74,713 27,473

為替換算調整勘定 △1,789,873 △2,088,013

評価・換算差額等合計 △1,715,160 △2,060,539

少数株主持分 1,841,734 1,640,244

純資産合計 11,840,244 10,903,414

負債純資産合計 31,316,613 30,728,947
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（２）【四半期連結損益計算書】 
 【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 16,677,908 14,193,471

売上原価 11,587,526 9,425,808

売上総利益 5,090,381 4,767,662

販売費及び一般管理費 4,357,364 4,127,973

営業利益 733,017 639,689

営業外収益   

受取利息 17,413 5,559

受取配当金 15,265 10,759

負ののれん償却額 4,586 3,586

持分法による投資利益 34,111 34,112

助成金収入 － 33,186

その他 74,711 68,667

営業外収益合計 146,087 155,871

営業外費用   

支払利息 122,077 92,790

その他 90,374 87,167

営業外費用合計 212,452 179,957

経常利益 666,652 615,602

特別利益   

固定資産売却益 3,382 5,016

投資有価証券売却益 － 15,724

持分変動利益 587 －

特別利益合計 3,970 20,741

特別損失   

固定資産除却損 1,374 1,326

固定資産売却損 78 －

投資有価証券評価損 449 1,960

出資金評価損 11,190 －

関係会社株式売却損 6,701 －

特別損失合計 19,794 3,287

税金等調整前四半期純利益 650,829 633,056

法人税等 164,849 150,852

少数株主利益 133,728 92,116

四半期純利益 352,251 390,087
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 650,829 633,056

減価償却費 513,229 496,597

負ののれん償却額 △4,586 △3,586

投資有価証券評価損益（△は益） 449 1,960

出資金評価損 11,190 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,280 25,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,620 △46,320

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,640 72,870

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,589 516

受取利息及び受取配当金 △32,678 △16,319

支払利息 122,077 92,790

為替差損益（△は益） 9,019 △375

持分変動損益（△は益） △587 －

持分法による投資損益（△は益） △34,111 △34,112

固定資産処分損益（△は益） △1,929 △3,690

投資有価証券売却損益（△は益） － △15,724

関係会社株式売却損益（△は益） 6,701 －

売上債権の増減額（△は増加） △954,324 △691,560

たな卸資産の増減額（△は増加） △277,530 634,752

仕入債務の増減額（△は減少） 443,650 587,680

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,920 50,694

その他 △109,988 7,400

小計 332,619 1,792,232

利息及び配当金の受取額 80,242 56,750

利息の支払額 △120,937 △93,118

法人税等の支払額 △214,235 △99,435

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,689 1,656,429

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 △142,541 △129,916

定期預金の払戻による収入 113,465 129,785

有形固定資産の取得による支出 △290,254 △359,951

有形固定資産の売却による収入 3,529 10,553

投資有価証券の取得による支出 △7,036 △16,678

投資有価証券の売却による収入 － 21,363

関係会社株式の売却による収入 51,226 －

その他 △13,234 △108,074

投資活動によるキャッシュ・フロー △284,844 △452,918
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 27,661,176 20,520,685

短期借入金の返済による支出 △27,238,400 △21,386,941

長期借入れによる収入 50,850 837,500

長期借入金の返済による支出 △477,692 △1,397,152

少数株主からの払込みによる収入 24,614 －

配当金の支払額 △88,151 △155

少数株主への配当金の支払額 △134,980 △81,294

自己株式の売却による収入 23,259 －

自己株式の取得による支出 △1,038 △127

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,363 △1,507,485

現金及び現金同等物に係る換算差額 △157,493 73,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △545,011 △230,000

現金及び現金同等物の期首残高 3,132,137 2,870,137

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,587,125 2,640,136
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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 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

  
工業用薬剤 
関連事業 
（千円） 

化粧品 
関連事業 
（千円） 

その他事業 
（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 13,865,625 2,536,315 275,967 16,677,908 － 16,677,908 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
11,803 － 10,126 21,929 (21,929) － 

計 13,877,428 2,536,315 286,093 16,699,837 (21,929) 16,677,908 

営業利益又は営業損失（△） 1,121,767 327,032 △36,964 1,411,835 (678,818) 733,017 

  
工業用薬剤 
関連事業 
（千円） 

化粧品 
関連事業 
（千円） 

その他事業 
（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 11,103,952 2,816,530 272,988 14,193,471 － 14,193,471 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
6,468 － 10,520 16,989 (16,989) － 

計 11,110,420 2,816,530 283,508 14,210,460 (16,989) 14,193,471 

営業利益又は営業損失（△） 760,976 396,946 △6,675 1,151,247 (511,558) 639,689 

  
日本 

（千円） 
東南アジア 
（千円） 

北米 
（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 10,429,823 5,506,096 741,987 16,677,908 － 16,677,908 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,975,027 217,618 79,497 2,272,143 (2,272,143) － 

計 12,404,851 5,723,715 821,485 18,950,052 (2,272,143) 16,677,908 

営業利益 839,275 621,493 4,609 1,465,377 (732,360) 733,017 

  
日本 

（千円） 
東南アジア 
（千円） 

北米 
（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 9,348,587 4,418,117 426,765 14,193,471 － 14,193,471 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,641,084 162,907 69,425 1,873,416 (1,873,416) － 

計 10,989,671 4,581,025 496,190 16,066,888 (1,873,416) 14,193,471 

営業利益又は営業損失（△） 759,116 407,336 △13,502 1,152,949 (513,260) 639,689 
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ｃ．海外売上高 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（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。 

  東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,839,320 755,177 532,370 7,126,868 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 16,677,908 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
35.0 4.5 3.2 42.7 

  東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,647,363 434,265 341,547 5,423,176 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 14,193,471 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
32.7 3.1 2.4 38.2 
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