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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 66,833 △18.2 7,789 △18.2 7,754 △22.2 5,435 △10.5

21年3月期第2四半期 81,684 ― 9,524 ― 9,965 ― 6,072 ―

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 31.54 ―

21年3月期第2四半期 34.24 ―

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 166,378 101,939 60.6 584.74
21年3月期 172,344 96,777 55.5 555.14

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  100,758百万円 21年3月期  95,672百万円

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 ― 12.00 ― 10.00 22.00
22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 12.00 22.00

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 155,000 △3.2 17,500 0.4 17,000 0.6 10,800 7.4 62.68
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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） 

［（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。］ 

(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 

本資料に記載されている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
予想値と異なる場合があります。 

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） 22年3月期第2四半期 174,000,000株 21年3月期  174,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,685,699株 21年3月期  1,659,622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 172,327,942株 21年3月期第2四半期 177,345,403株
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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）においては、世界同時不況に対す

る各国の景気刺激策により、大幅な生産調整を緩和する動きがあったことなどから、一部の業種では景気

底入れの兆しが見られました。しかしながら、雇用の悪化に伴い個人消費が引き続き低迷していることに

加え、設備投資も抑制傾向にあることから本格的な需要回復には至っておらず、今後の先行きに関しては

依然として予断を許さない状況が続いております。 

  

 このような情勢のなか、電子材料、有機・無機材料などの製品群を擁する化学品部門の業績は、当初計

画から大きく改善したものの、前年同期との比較では減収減益となり、農業化学品部門においても在庫調

整の影響などから、売上、利益共に前年同期を下回りました。一方で、医薬品部門は高脂血症治療薬「リ

バロ」の原薬出荷が好調であったことなどから増収増益となりました。 

  

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、668億33百万円と、前年同期に比べ148億50百万円、

18.2％の減収となり、損益面では経常利益が77億54百万円（前年同期比22億11百万円減、同22.2%減）、

四半期純利益は54億35百万円（前年同期比６億36百万円減、同10.5%減）といずれも減益となりました。 

 当第２四半期連結累計期間の部門別概況は以下のとおりであります。 

  

化学品部門 

基礎化学品は、世界経済の急速な悪化に伴い、メラミン市況が建築用途向け需要の縮小から大きく軟化

したことに加え、アンモニア、硫酸、硝酸など主要製品の売上も販売数量の減少により前年同期を下回り

ました。また、本年10月からの「ポスト新長期規制」導入を機に、今後の需要拡大が期待されるディーゼ

ル車の排ガス浄化用高品位尿素水「アドブルー」も景気低迷の影響を受け減収となりました。 

 機能製品では、中国政府による「家電下郷」など世界各国の景気刺激策実施により、昨年秋以降の液晶

パネル・半導体メーカーによる在庫圧縮の動きが一巡したことから、「サンエバー」（液晶表示用材料ポ

リイミド）、「ARC」（半導体用反射防止コーティング材）の売上は、前下半期（平成20年10月１日～平

成21年３月31日）からは大きく改善したものの、前年同期との比較では減収となりました。また、「スノ

ーテックス」（電子材料用研磨剤、各種材料用表面処理剤等）、「テピック」（封止材用等特殊エポキ

シ）など主要製品の売上も前年同期を下回りました。 

 この結果、当部門の売上高は、443億33百万円と前年同期比141億46百万円の減収となり、営業利益は52

億25百万円と、前年同期を24億60百万円下回りました。 

  

農業化学品部門 

国内の農薬市場では、昨年末に実施された値上げに対する駆込み需要への反動から、流通段階において

在庫圧縮の動きが見られ、「ラウンドアップ」（非選択性茎葉処理除草剤）、「シリウス」（水稲用除草

剤）、「サンマイト」（殺ダニ剤）の売上が前年同期を下回りました。一方で、本年２月に上市した「ス

ターマイト」（殺ダニ剤）の売上は純増となりました。 

 海外では、景気後退による穀物価格下落の影響を受け、畑作用除草剤の分野で「パーミット」の売上が

減少したものの、「タルガ」はアジア向け出荷が拡大したことから増収となりました。 

 この結果、当部門の売上高は136億71百万円と前年同期を15億60百万円下回り、営業利益は１億45百万

円となり、前年同期を６億30百万円下回りました。 

  

医薬品部門 

高脂血症治療薬「リバロ」は、医療現場におけるシェア拡大に伴い、国内向け原薬出荷が順調に増加し

たことなどから、当部門の売上高は50億27百万円と前年同期を12億75百万円上回りました。また営業利益

は23億88百万円となり、前年同期比11億20百万円の増益となりました。 

 なお、本年８月に「リバロ」の米国における販売が食品医薬局(FDA)より認可されました。また血小板

減少症治療薬(NIP-022)、抗不整脈薬（NTC-801）につきましては、それぞれ臨床開発試験第Ⅰ相、第Ⅱ相

を開始しております。 

  

その他の部門 

造園緑化工事、物流などの事業は、受注量の減少、受注単価の下落など厳しい環境に直面しており、当

部門の売上高は38億円と前年同期を４億19百万円下回ったものの、コスト削減の効果などから営業利益は

・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
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１億19百万円と前年同期比94百万円の増益となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、投資有価証券は増加したものの、売上債権、その他流動資産

が減少したことなどにより、前連結会計年度末比59億65百万円減の1,663億78百万円となりました。 

 負債合計も有利子負債残高が減少したことなどから、前連結会計年度末比111億28百万円減少し、644億

39百万円となりました。 

 また、純資産は前連結会計年度末比51億62百万円増の1,019億39百万円となりました。この結果、自己

資本比率は前連結会計年度末比5.1ポイント増加し、60.6%になりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価

償却費、運転資金の増減などから法人税等の支払額を控除した結果、234億37百万円の収入となりまし

た。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、化学品部門などの設備投資や投資有価証券の取得などがあり76

億15百万円の支出となりました。 

 また、財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払、借入金の返済をしたことにより123億

70百万円の支出となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、換算差額11百万円を加え、前連結会計年度末に比較

して34億63百万円増加し、131億35百万円となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、平成21年10月27日に修正し、公表したとおりです。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適

用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められ

る工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。 

なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

  

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

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
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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 13,135 9,671

受取手形及び売掛金 39,896 51,262

商品及び製品 26,282 24,882

仕掛品 1,123 311

原材料及び貯蔵品 5,231 5,754

その他 5,617 6,631

貸倒引当金 △20 △18

流動資産合計 91,266 98,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,770 18,928

その他（純額） 31,730 32,730

有形固定資産合計 50,500 51,658

無形固定資産 849 812

投資その他の資産   

投資有価証券 21,334 18,178

その他 2,683 3,456

貸倒引当金 △255 △257

投資その他の資産合計 23,761 21,378

固定資産合計 75,112 73,850

資産合計 166,378 172,344

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,418 13,425

短期借入金 15,305 25,820

未払法人税等 2,636 548

賞与引当金 1,722 1,733

役員賞与引当金 12 151

その他 9,081 11,427

流動負債合計 42,177 53,108

固定負債   

長期借入金 19,588 19,649

退職給付引当金 610 611

その他 2,062 2,199

固定負債合計 22,261 22,459

負債合計 64,439 75,567
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,942 18,942

資本剰余金 13,611 13,611

利益剰余金 69,425 65,713

自己株式 △1,903 △1,875

株主資本合計 100,076 96,391

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,588 470

為替換算調整勘定 △906 △1,189

評価・換算差額等合計 682 △719

少数株主持分 1,181 1,104

純資産合計 101,939 96,777

負債純資産合計 166,378 172,344
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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 81,684 66,833

売上原価 54,539 42,163

売上総利益 27,144 24,670

販売費及び一般管理費 17,619 16,880

営業利益 9,524 7,789

営業外収益   

受取利息 25 25

受取配当金 377 309

持分法による投資利益 111 137

その他 1,303 847

営業外収益合計 1,818 1,320

営業外費用   

支払利息 338 317

固定資産処分損 333 154

たな卸資産処分損 － 385

その他 704 497

営業外費用合計 1,377 1,355

経常利益 9,965 7,754

特別利益 － －

特別損失   

投資有価証券評価損 382 －

特別損失合計 382 －

税金等調整前四半期純利益 9,583 7,754

法人税、住民税及び事業税 3,408 2,556

法人税等調整額 60 △299

法人税等合計 3,468 2,257

少数株主利益 42 61

四半期純利益 6,072 5,435
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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 9,583 7,754

減価償却費 4,543 4,892

受取利息及び受取配当金 △403 △335

投資有価証券評価損益（△は益） 382 －

支払利息 338 317

固定資産処分損益（△は益） 333 154

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 △0

売上債権の増減額（△は増加） 11,436 11,475

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,555 △1,618

仕入債務の増減額（△は減少） △1,057 △63

未払金の増減額（△は減少） 47 △232

未払費用の増減額（△は減少） 680 △526

その他 △1,528 2,000

小計 21,815 23,819

利息及び配当金の受取額 403 335

利息の支払額 △347 △323

法人税等の支払額 △5,583 △394

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,287 23,437

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 △1,063 △3,130

投資有価証券の売却による収入 2,000 2,145

関係会社株式の取得による支出 △520 △3

有形固定資産の取得による支出 △3,390 △6,506

有形固定資産の売却による収入 18 140

有形固定資産の除却による支出 △191 △61

無形固定資産の取得による支出 △175 △143

短期貸付金の純増減額（△は増加） 190 △34

その他 △385 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,516 △7,615

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） 1,875 △10,548

長期借入れによる収入 314 4,000

長期借入金の返済による支出 △3,903 △4,066

配当金の支払額 △1,797 △1,723

少数株主への配当金の支払額 △83 －

自己株式の取得による支出 △5,063 △32

自己株式の売却による収入 12 3

その他 △0 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,645 △12,370

現金及び現金同等物に係る換算差額 △442 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,682 3,463

現金及び現金同等物の期首残高 7,639 9,671

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,321 13,135
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該当事項はありません。 

  

【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) 

 
(注) １ 当社グループの事業は、事業の種類・性質の類似性を考慮し、化学品事業、農業化学品事業、医薬品事業、

その他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

化学品事業 
(百万円)

農業
化学品 
事業 

(百万円)

医薬品
事業 

(百万円)

その他の
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

58,479 15,232 3,751 4,220 81,684 ― 81,684

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

936 101 ― 5,994 7,032 （ 7,032 ） ―

計 59,416 15,333 3,751 10,215 88,716 （ 7,032 ） 81,684

営業利益 7,686 776 1,267 25 9,755 （  231 ） 9,524

化学品事業 
(百万円)

農業
化学品 
事業 

(百万円)

医薬品
事業 

(百万円)

その他の
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

44,333 13,671 5,027 3,800 66,833 ― 66,833

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

731 79 ― 7,772 8,582 （ 8,582 ） ―

計 45,064 13,750 5,027 11,573 75,416 （ 8,582 ） 66,833

営業利益 5,225 145 2,388 119 7,879 （  90 ） 7,789

事業区分 主要製品

基礎化学品（メラミン、硫酸、硝酸、アンモニア等）
環境化学品（殺菌消毒剤等）

化学品事業 無機材料（電子材料用研磨剤等無機コロイド等）
有機材料（封止剤用等特殊エポキシ、難燃剤等）
電子材料（液晶表示用材料ポリイミド、半導体用反射防止コーティング材等）等

農業化学品事業
農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺虫殺菌剤、植物成長調整剤）
肥料（高度化成等）等

医薬品事業 高脂血症治療剤原薬、高血圧・狭心症治療薬

その他事業 造園緑化、環境調査、運送、プラントエンジニアリング等
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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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

【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) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア等：アジア、オセアニア 

欧米等：北米、中南米、欧州、アフリカ 

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。 

  

アジア等 欧米等 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,963 4,438 24,402

Ⅱ 連結売上高(百万円) 81,684

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.4 5.4 29.9

アジア等 欧米等 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 16,498 2,985 19,484

Ⅱ 連結売上高(百万円) 66,833

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.7 4.5 29.2

(6) 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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