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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 26,677 △21.2 1,463 3.0 1,656 6.5 671 △39.2
21年3月期第2四半期 33,875 ― 1,420 ― 1,555 ― 1,103 ―

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 33.32 ―
21年3月期第2四半期 54.80 ―

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 60,541 36,389 58.3 1,751.19
21年3月期 58,531 35,237 58.3 1,695.62

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  35,267百万円 21年3月期  34,148百万円

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  有   

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 ― 12.50 ― 10.00 22.50
22年3月期 ― 12.00
22年3月期 
（予想）

― 12.00 24.00

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  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

通期 56,500 △5.8 2,650 137.2 2,900 124.5 1,350 105.4 67.03
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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）  有  

(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） 

(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 
 業績予想は本資料の発表日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 1社 （社名 荒川ケミカル（タイランド）社 ） 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2四半期 20,150,400株 21年3月期 20,150,400株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 11,394株 21年3月期 11,138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 20,139,141株 21年3月期第2四半期 20,139,468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 

（１）当第２四半期連結累計期間の業績全般の概況 

当第２四半期連結累計期間の国内経済は、新興国向けの輸出と生産の持ち直しがみられたものの、昨年から続

く景気後退の影響を受け、内需型産業を中心に企業収益が減少するなど、依然として厳しい状況で推移しました。 

また、米国および欧州経済は足元で景況感に改善傾向がみられたものの、引き続き深刻な状況にありました。

一方、中国を中心としたアジア主要国においては、各国の景気対策により回復基調にありました。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、新製品の開発ならびに既存製品の新規用途開発による

高付加価値化を推進するとともに、主力製品のシェア拡大、生産プロセスの合理化や全社的な経費削減など一層

のコスト削減による業績の回復に努めてまいりました。また、水系樹脂、超淡色ロジンなどの環境に配慮した製

品の拡販、光硬化型樹脂、精密部品洗浄剤や機能性ファインケミカル製品などの電子材料関連分野での販売を強

化し、さらに有機・無機ハイブリッド樹脂、はんだ関連製品の拡大を推進してまいりました。海外におきまして

は、製品の拡販、中国を中心としたアジア地域の市場開拓を進めてまいりました。しかしながら、国内の需要の

低迷が続き、当社グループにおける販売も低調に推移しました。利益面ではコスト削減や高付加価値製品の拡販

などにより収益性が改善いたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は２６６億７７百万円(前年同期比２１.２％減)、 営業利益は

１４億６３百万円(同３.０％増)、 経常利益は１６億５６百万円(同６.５％増)、 四半期純利益は固定資産の減

損損失（３億６０百万円）などがあり６億７１百万円(同３９.２％減)となりました。 

 

（２）事業の種類別セグメントの状況 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

＜製紙用薬品事業＞ 

国内製紙業界は、景気低迷による大幅な需要の減少や在庫調整圧力の継続、安価な輸入紙の流通などにより、

大規模な生産調整が継続されるなど、極めて低調に推移しました。また、中国製紙業界においては、紙の生産は

内需を中心に回復しましたが、輸出向け梱包材の減少などが影響し、紙力増強剤の需要は低調に推移しました。

このような環境のもと、当事業におきましては、国内外での大幅な需要の減少により、売上が低調に推移し、大

幅な減収となりました。利益面ではコスト削減などを進め、増益となりました。 

その結果、売上高は８２億７９百万円（前年同期比２６.４％減）、営業利益は４億９１百万円（同３３.８％

増）となりました。 

 

＜工業用樹脂事業＞ 

国内の印刷インキ、塗料および粘着・接着剤業界は、昨年から続く大幅な需要の減少が影響し、極めて低調に

推移しました。このような環境のもと、当事業におきましては、印刷インキ用樹脂、粘着・接着剤用樹脂および

機能性ファインケミカル製品などの売上が大幅に減少し、海外子会社の売上も低調に推移しました。一方、光硬

化型樹脂は用途の拡大や電子工業業界の一部での需要回復などにより、売上が増加しました。全体では、国内外

での大幅な需要の減少により、売上が低調に推移し、大幅な減収となりました。利益面ではコスト削減や高付加

価値製品の拡販などを進めたものの、減益となりました。 

その結果、売上高は１８１億９７百万円（前年同期比１７.９％減）、営業利益は９億６９百万円（同４.０％

減）となりました。 
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＜その他事業＞ 

洗浄機械の売上が減少し、大幅な減収減益となりました。 

その結果、売上高は２億円（前年同期比５６.２％減）、営業利益は１百万円（同９５.７％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における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ８億９９百万円増加し、

７７億１２百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、３７億２６百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期

純利益（１２億４０百万円）、棚卸資産の減少（１８億５３百万円）および減価償却費（１０億２８百万円）な

どにより資金が増加した一方、売上債権の増加（２１億４６百万円）などにより資金が減少した結果であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、８億２８百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による

支出（７億６２百万円）が主なものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少（１６億３３百万円）や配当金の支払（２億１百

万円）などにより、２０億２７百万円の減少となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、当社グループにおける業績動向や景況感を踏まえて見直しをおこなった結果、

平成２１年７月３０日に公表した業績予想を以下のとおり修正しております。詳細につきましては、本日（平成

２１年１０月２９日）公表いたしました「 業績予想の修正ならびに剰余金の配当（増配）および期末配当予想の

修正に関するお知らせ 」をご参照ください。 

 

  平成２２年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日） 

 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

前回発表予想（Ａ） 56,000 1,900 2,100 1,050 52.14

今回修正予想（Ｂ） 56,500 2,650 2,900 1,350 67.03

増減額（Ｂ－Ａ） 500 750 800 300 －

増減率（％） 0.9 39.5 38.1 28.6 －

 

※業績予想は本資料の発表日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。 
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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) 

新規 １社 荒川ケミカル（タイランド）社 

当第１四半期連結会計期間末まで、当社の持分法適用関連会社であった荒川ケミカル（タイランド）

社について、タイ国三井物産株式会社の株式持分４０％を平成２１年８月に取得しました。これに伴い、

当第２四半期連結会計期間より荒川ケミカル（タイランド）社は当社の連結子会社となりました。 

   

（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 

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化がな 

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 

棚卸資産の簿価切下げは、簿価が正味売却価額を明らかに下回るものについてのみ実施しております。 

３．原価差異の繰延処理方法 

連続プラントにおいて、定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原 

価が年間を基礎に設定されており、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動

資産（その他）として繰り延べております。 

 

（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：百万円）

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 7,825 6,928

受取手形及び売掛金 20,204 17,906

商品及び製品 5,140 5,570

仕掛品 509 495

原材料及び貯蔵品 3,355 4,608

繰延税金資産 604 451

その他 514 709

貸倒引当金 △113 △107

流動資産合計 38,040 36,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,417 6,465

機械装置及び運搬具（純額） 4,402 4,644

土地 5,065 5,270

建設仮勘定 1,396 612

その他（純額） 676 692

有形固定資産合計 17,958 17,686

無形固定資産 440 460

投資その他の資産   

投資有価証券 3,452 2,935

繰延税金資産 168 396

その他 502 497

貸倒引当金 △22 △8

投資その他の資産合計 4,101 3,821

固定資産合計 22,501 21,968

資産合計 60,541 58,531
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,649 7,964

短期借入金 6,221 7,658

未払法人税等 725 75

賞与引当金 955 －

役員賞与引当金 18 25

設備関係支払手形 58 83

その他 2,968 2,731

流動負債合計 19,597 18,539

固定負債   

長期借入金 2,233 2,489

繰延税金負債 40 －

退職給付引当金 2,067 2,039

その他 212 226

固定負債合計 4,554 4,755

負債合計 24,151 23,294

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,128 3,128

資本剰余金 3,350 3,350

利益剰余金 28,591 28,121

自己株式 △10 △10

株主資本合計 35,058 34,589

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 494 72

為替換算調整勘定 △285 △513

評価・換算差額等合計 208 △440

少数株主持分 1,122 1,088

純資産合計 36,389 35,237

負債純資産合計 60,541 58,531
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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：百万円）

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 33,875 26,677

売上原価 27,042 20,258

売上総利益 6,833 6,418

販売費及び一般管理費 5,413 4,955

営業利益 1,420 1,463

営業外収益   

受取利息 9 4

受取配当金 57 42

受取技術料 68 53

持分法による投資利益 57 33

その他 110 163

営業外収益合計 303 297

営業外費用   

支払利息 95 90

その他 72 13

営業外費用合計 167 104

経常利益 1,555 1,656

特別利益   

固定資産売却益 281 0

投資有価証券売却益 2 －

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 283 0

特別損失   

固定資産除売却損 15 53

減損損失 － 360

固定資産評価損 － 1

投資有価証券評価損 － 0

特別損失合計 15 415

税金等調整前四半期純利益 1,823 1,240

法人税、住民税及び事業税 663 711

法人税等調整額 34 △175

法人税等合計 697 535

少数株主利益 22 34

四半期純利益 1,103 671
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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 1,823 1,240

減価償却費 1,042 1,028

減損損失 － 360

のれん償却額 108 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 4

賞与引当金の増減額（△は減少） － 954

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11 25

投資有価証券売却損益（△は益） △2 －

固定資産除売却損益（△は益） △265 53

受取利息及び受取配当金 △66 △46

支払利息 95 90

持分法による投資損益（△は益） △57 △33

売上債権の増減額（△は増加） △650 △2,146

たな卸資産の増減額（△は増加） 571 1,853

仕入債務の増減額（△は減少） △154 624

その他 △128 △226

小計 2,306 3,791

利息及び配当金の受取額 108 96

利息の支払額 △96 △92

法人税等の支払額 △678 △68

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,640 3,726

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △32 4

有形固定資産の取得による支出 △730 △748

有形固定資産の売却による収入 347 1

投資有価証券の取得による支出 △56 △9

投資有価証券の売却による収入 2 －

無形固定資産の取得による支出 △11 △13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 55

子会社出資金の取得による支出 △173 △122

投資その他の資産の増減額（△は増加） △12 4

その他 △433 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,099 △828

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） △115 △1,633

長期借入金の返済による支出 △199 △192

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △261 △201

財務活動によるキャッシュ・フロー △576 △2,027

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44 899

現金及び現金同等物の期首残高 3,911 6,812

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,866 7,712
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（4）継続企業の前提に関する注記

　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）

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）

製紙用薬品
（百万円）

工業用樹脂
（百万円）

そ　の　他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連　結
（百万円）

売    上    高 11,252 22,165 457 33,875 (－) 33,875

営　業　利　益 367 1,010 42 1,420 (－) 1,420

（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業は、製品の系列、製造方法・製造過程、市場及び販売方法の類似性を考慮して区分してお

　　　　ります。

　　　２．各事業の主な品目

　　製紙用薬品事業…サイズ剤、紙力増強剤、塗工紙用薬品等

　　工業用樹脂事業…印刷インキ・塗料用樹脂、合成ゴム重合用乳化剤、粘着･接着剤用樹脂、電子

　　　　　　　　　　材料用樹脂、精密部品洗浄剤等

　　その他事業………不動産仲介、駐車場管理、損害保険、生命保険、機器リース、機器販売等

　　　３．棚卸資産の評価に関する会計基準
　　　　　「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、棚卸資産の評価基準については、原価法から原価法（収益性の

　　　　低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　　　　　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　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）

製紙用薬品
（百万円）

工業用樹脂
（百万円）

そ　の　他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連　結
（百万円）

売    上    高 8,279 18,197 200 26,677 (－) 26,677

営　業　利　益 491 969 1 1,463 (－) 1,463

（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業は、製品の系列、製造方法・製造過程、市場及び販売方法の類似性を考慮して区分してお

　　　　ります。

　　　２．各事業の主な品目

　　製紙用薬品事業…サイズ剤、紙力増強剤、塗工紙用薬品等

　　工業用樹脂事業…印刷インキ・塗料用樹脂、合成ゴム重合用乳化剤、粘着･接着剤用樹脂、電子

　　　　　　　　　　材料用樹脂、精密部品洗浄剤等

　　その他事業………不動産仲介、駐車場管理、損害保険、生命保険、機器リース、機器販売等
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【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）

日　本
（百万円）

ア ジ ア
（百万円）

米　国
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連　結
（百万円）

売    上    高 32,413 4,921 324 37,659 (3,783) 33,875

営　業　利　益 1,173 226 20 1,420 － 1,420

（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．アジアの区分に属する主な国又は地域は、台湾と中国であります。

　　　３．棚卸資産の評価に関する会計基準
　　　　　「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、棚卸資産の評価基準については、原価法から原価法（収益性の
　　　　低下による簿価切下げの方法）に変更しております。
　　　　　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　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）

日　本
（百万円）

ア ジ ア
（百万円）

米　国
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連　結
（百万円）

売    上    高 24,961 3,329 284 28,575 (1,897) 26,677

営　業　利　益 1,332 120 10 1,463 － 1,463

（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．アジアの区分に属する主な国又は地域は、台湾と中国であります。
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【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）

ア ジ ア
南 北
ア メ リ カ

ヨーロッパ そ の 他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,191 318 212 304 6,027

Ⅱ 連結売上高（百万円） 33,875

Ⅲ
連 結 売 上 高 に 占 め る
海外売上高の割合 (%)

15.3 1.0 0.6 0.9 17.8

（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．各区分に属する主な国又は地域

　　アジア………… 台湾、中国、韓国、香港、シンガポール、インドネシア、マレーシア

　　南北アメリカ… 米国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル

　　ヨーロッパ…… ドイツ、フランス、オランダ、デンマーク、イタリア、イギリス

　　その他………… オーストラリア、ニュージーランド

　　　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）

ア ジ ア
南 北
ア メ リ カ

ヨーロッパ そ の 他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,074 289 137 160 4,661

Ⅱ 連結売上高（百万円） 26,677

Ⅲ
連 結 売 上 高 に 占 め る
海外売上高の割合 (%)

15.3 1.1 0.5 0.6 17.5

（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．各区分に属する主な国又は地域

　　アジア………… 台湾、中国、韓国、香港、シンガポール、インドネシア、マレーシア

　　南北アメリカ… 米国、カナダ、ブラジル

　　ヨーロッパ…… ドイツ、デンマーク、イギリス、スペイン

　　その他………… オーストラリア

　　　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。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　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）
該当事項はありません。
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