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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 17,000 △36.8 10 △99.1 △99 ― △66 ―

21年3月期第2四半期 26,906 ― 1,129 ― 1,272 ― 719 ―

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 △0.63 ―

21年3月期第2四半期 6.84 ―

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 38,094 11,839 30.9 112.19
21年3月期 38,095 12,082 31.6 114.48

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,790百万円 21年3月期  12,031百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 2.00 2.00

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 40,000 △17.8 1,050 52.8 1,150 36.6 480 38.3 4.57



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、４～５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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．業績予想（平成21年10月27日発表）の見直しは行っておりません。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。なお、上記予想に関する事項は、４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覧下さい。 

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） 22年3月期第2四半期 105,115,800株 21年3月期  105,115,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  23,688株 21年3月期  23,094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 105,092,593株 21年3月期第2四半期 105,093,993株



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における日本経済は、最悪期を脱し、持ち直しつつあると言われておりますが、依

  然厳しい状況が続いており、個人消費の低迷、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化、為替の変動等、多くの下振れ要

  素を抱える中で、景気の先行きは見通し難く、極めて不透明な状況にあります。

    このような状況の下、当社グループは、２年目に入った新中期経営計画「NKC-Plan2010」のアクションプログラ

  ムに沿った活動を継続するとともに、マーケットの動向変化を的確に把握し、更なるコストダウン、生産効率のア

  ップ、販売数量の確保等、企業業績の改善に一層注力いたしました。

    こうした中、当社グループの業績は、第１四半期については、色濃く残る景気低迷の影響等を受け、売上高・損

  益とも厳しい状況となりましたが、第２四半期については、景気の底打ち・持ち直し等に伴い、当社関連需要の一

  部に逐次回復傾向が見られ始めたこと等から、第２四半期連結累計期間としては、前年同四半期を大きく下回るも

  のの、売上高は当初業績予想通り、損益は当初業績予想を上回る水準となりました。

    売上高については、第１四半期は当社製品の最終的な主要マーケットである自動車、半導体及び住宅関連産業市

  場の需要に、なお厳しさが見られましたが、第２四半期に入り自動車及び半導体関連の需要が逐次回復傾向を示し

  たこと等から、第２四半期連結累計期間としては、当初業績予想通りの17,000百万円（前年同期比36.8％減）とな

  りました。

    一方、損益については、第１四半期は、上記売上高の推移等を反映し、厳しい状況で推移しましたが、第２四半

  期については、機能化学品事業の一部製品が当初想定を上回る回復となったこと、また、化成品事業関連が底堅く

  推移したことが収益向上に貢献したこと等から、第２四半期連結累計期間としては、

       営業利益　　　10百万円　　　（前年同四半期は営業利益1,129百万円）

                                   （参考：当初業績予想は410百万円の損失）

       経常損益　　　99百万円の損失（前年同四半期は経常利益1,272百万円）

                                   （参考：当初業績予想は380百万円の損失）

       四半期純損益　66百万円の損失（前年同四半期は四半期純利益719百万円）

                                   （参考：当初業績予想は380百万円の損失）

       となりました。

    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。

（無機化学品事業）

    液安、硝酸等のアンモニア系製品は主要顧客向け需要の復調により、また、ゴム用カーボンブラックは自動車販

  売台数が回復したことにより、いずれも第１四半期に比べ第２四半期の販売数量・売上高が増加しました。

    合成石英粉も、半導体市場の回復傾向等により、第１四半期に比べ第２四半期の販売数量・売上高が増加しまし

  た。

    その結果、売上高は7,274百万円（前年同期比47.1％減）となりました。

（機能化学品・化成品事業）

    タイク（ゴム、プラスチック架橋助剤）・タイク誘導品は太陽電池向け需要の復調により、電子工業用高純度薬

  品は液晶パネル用途向け需要増により、脂肪酸アマイドは感熱紙及びＥＶＡ樹脂向け需要増により、いずれも第１

  四半期に比べ第２四半期の販売数量・売上高が増加しました。また、アクリレート、電子部品用特殊感光剤につい

  ても、関連需要の回復により、それぞれ第１四半期に比べ第２四半期の販売数量・売上高が増加しました。

    メタノールは、需要が底堅く推移したこと等により、第１四半期に比べ第２四半期の販売数量・売上高が増加し

  ましたが、ホルマリン及び木材加工用接着剤は、住宅着工件数減少により主要顧客の合板メーカーが減産を継続し

  ていることから、第２四半期の販売数量・売上高は第１四半期並みとなりました。

    その結果、売上高は6,760百万円（前年同期比33.4％減）となりました。

（エンジニアリング事業）

    企業の設備投資抑制に伴い一般プラント工事の受注が減少する中、第１四半期は大型工事の前期からの検収ずれ

  があったこと、また、第２四半期は前期までに受注した大型工事の検収があったことにより、売上高は1,575百万

  円（前年同期比53.7％増）となりました。

（その他事業）

    貨物運送・荷役事業は輸送量等の増加により、また、産業廃棄物処理関連業は処理量の増加により、いずれも第

  １四半期に比べ第２四半期の売上高が増加しましたが、セグメントの売上高は1,391百万円（前年同期比29.1％

  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における総資産の残高は、前連結会計年度末に比し１百万円減少し、38,094百万円

　となりました。これは、主に現金及び預金並びにたな卸資産等が増加したものの、売上債権及び有形固定資産等が

　減少したことによるものであります。

　　当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比し242百万円増加し、26,255百万円

　となりました。これは、長期借入金及び流動負債のその他等の増加が仕入債務等の減少を上回ったことによるもの

　であります。

　　当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比し243百万円減少し、11,839百万

　円となりました。これは、主に四半期純損失及び支払配当金により利益剰余金が減少したことによるものでありま

　す。

　　この結果、自己資本比率は30.9％、１株当たり純資産は112円19銭となりました。

 

（連結キャッシュ・フロ－の状況に関する定性的情報）

　　当第２四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、減価償却費及び長期借入

　れによる収入が、仕入債務の減少及び有形固定資産の取得による支出等で使用した支出を上回り、その結果、資金

　残高は前連結会計年度末より782百万円増加（71.4％増）し、1,877百万円（前年同四半期比835百万円増）となり

　ました。

　　営業活動の結果得られた資金は、1,290百万円（前年同四半期比265百万円増）となりました。これは、主に減価

　償却費及びその他の流動負債の増加等による収入が、仕入債務の減少及びたな卸資産の増加等による支出を上回っ

　たことによるものであります。

　　投資活動の結果使用した資金は、1,150百万円（前年同四半期比412百万円減）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等によるものであります。

　　財務活動の結果得られた資金は、648百万円（前年同四半期比230百万円減）となりました。これは、主に長期借

　入れによる収入が長期借入金の返済及び配当金の支払いによる支出等を上回ったことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　  当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、去る平成21年10月27日に発表した「業績予想の修正に関

  するお知らせ」において予想数値を修正しましたとおり、グループを挙げて業績改善に取り組む中、機能化学品事

  業の一部製品が当初想定を上回る回復となったこと、また、化成品事業関連が底堅く推移したこと等により、平成

  21年5月13日発表の連結業績予想を上回りました。

    一方、通期の連結業績につきましては、第３四半期以降の全般的な回復基調を想定しておりますが、個人消費低

  迷、設備投資抑制、雇用情勢悪化、為替変動等、各種下振れ要素に伴う景気の先行き不安も増しつつある中、当社

  の主原料であるアンモニア、メタノール等の市況動向等、種々の懸念要因を抱え、当社グループを取り巻く諸環境

  は、先行き予断を許さない状況にあります。

    こうした状況の下、当社グループは、経営諸対策をタイムリーに講ずることにより、上記懸念要因を克服し、引

  き続き業績の向上に努めて参りますが、先行き強まりつつある不透明感等を勘案し、現時点では、通期の業績予想

  は、平成21年5月13日に発表した内容から変更しておりません。

　

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

 (簡便な処理会計)

　　　　　繰延税金資産の算定方法

　          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ので、前連結会計年度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り算定しております。



　       (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理)

　  該当事項はありません。

（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

 (会計処理基準に関する事項の変更)

　      ①企業結合に関する会計基準等の適用

　　　　　　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計

　　　　　基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業

　　　　　会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12

　　　　　月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会

　　　　　計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）が平

　　　　　成21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用するこ

　　　　　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よりこれらの会計基準等を適用しております。

　　　　

　　　　②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取り扱い」の適用

　　　　　　「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社

　　　　　の会計処理に関する当面の取り扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）が平成22年３月31日以前に

　　　　　開始する連結会計年度から適用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よりこれらの会計基

　　　　　準等を適用しております。

　　　　　　なお、この変更による影響額はありません。

　　　　 (表示方法の変更)

　　　　　四半期連結損益計算書

　　　　　　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用

　　　　　語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）が

　　　　　平成21年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第２四半期連

　　　　　結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しております。

 

 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：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 1,977 1,195

受取手形及び売掛金 9,440 9,669

商品及び製品 2,163 2,401

仕掛品 1,343 537

原材料及び貯蔵品 1,172 1,458

その他 871 1,299

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 16,965 16,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,073 4,831

機械装置及び運搬具（純額） 4,786 4,775

土地 7,038 7,038

建設仮勘定 652 889

その他（純額） 288 317

有形固定資産合計 16,837 17,850

無形固定資産   

のれん 91 181

その他 120 98

無形固定資産合計 211 279

投資その他の資産   

その他 4,131 3,470

貸倒引当金 △50 △62

投資その他の資産合計 4,081 3,408

固定資産合計 21,129 21,537

資産合計 38,094 38,095



（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 4,993 6,153

短期借入金 14,087 14,127

未払法人税等 43 31

賞与引当金 348 371

その他 2,394 1,903

流動負債合計 21,865 22,585

固定負債   

長期借入金 1,331 434

退職給付引当金 2,873 2,807

役員退職慰労引当金 89 90

その他 97 97

固定負債合計 4,390 3,428

負債合計 26,255 26,013

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,593 6,593

利益剰余金 5,195 5,471

自己株式 △5 △5

株主資本合計 11,783 12,059

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7 △28

評価・換算差額等合計 7 △28

少数株主持分 49 51

純資産合計 11,839 12,082

負債純資産合計 38,094 38,095



（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 26,906 17,000

売上原価 22,136 14,028

売上総利益 4,770 2,972

販売費及び一般管理費 3,641 2,962

営業利益 1,129 10

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 134 118

持分法による投資利益 29 8

物品売却益 59 －

その他 77 65

営業外収益合計 301 192

営業外費用   

支払利息 100 86

減価償却費 － 158

その他 58 57

営業外費用合計 158 301

経常利益又は経常損失（△） 1,272 △99

特別損失   

減損損失 101 20

特別損失合計 101 20

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,171 △119

法人税、住民税及び事業税 381 24

法人税等調整額 71 △75

法人税等合計 452 △51

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △68

少数株主損失（△） △0 △2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 719 △66



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,643 9,318

売上原価 11,969 7,509

売上総利益 2,674 1,809

販売費及び一般管理費 1,846 1,509

営業利益 828 300

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 117 81

持分法による投資利益 7 3

その他 66 28

営業外収益合計 191 112

営業外費用   

支払利息 51 42

減価償却費 － 80

その他 36 27

営業外費用合計 87 149

経常利益 932 263

税金等調整前四半期純利益 932 263

法人税、住民税及び事業税 164 △1

法人税等調整額 201 104

法人税等合計 365 103

少数株主損益調整前四半期純利益 － 160

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 4

四半期純利益 569 156



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,171 △119

減価償却費 977 1,148

減損損失 101 20

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33 66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △23

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22 －

固定資産除却損 21 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △1

受取利息及び受取配当金 △136 △119

支払利息 100 86

持分法による投資損益（△は益） △29 △8

売上債権の増減額（△は増加） △124 229

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,434 △282

その他の流動資産の増減額（△は増加） △93 92

仕入債務の増減額（△は減少） 1,112 △1,160

その他の流動負債の増減額（△は減少） 38 926

その他 1 3

小計 1,714 869

利息及び配当金の受取額 145 128

利息の支払額 △95 △87

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △739 380

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,025 1,290

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 △1,744 △1,113

有形固定資産の売却による収入 － 11

無形固定資産の取得による支出 △15 △41

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 5 －

短期貸付金の回収による収入 201 1

長期前払費用の取得による支出 △8 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,562 △1,150

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） 1,700 200

長期借入れによる収入 － 1,000

長期借入金の返済による支出 △407 △343

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △415 △209

財務活動によるキャッシュ・フロー 878 648

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 339 782

現金及び現金同等物の期首残高 703 1,095

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,042 1,877



（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

 　　　　前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
無機化学品
事業
（百万円）

機能化学
品・化成品
事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（百万円）

その他事業
（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 7,641 5,451 580 971 14,643 - 14,643

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
4 13 20 27 64 (64) -

計 7,645 5,464 600 998 14,707 (64) 14,643

営業利益又は営業損失（△） 535 301 26 △2 860 (32) 828

 　　　　当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

 
無機化学品
事業
（百万円）

機能化学
品・化成品
事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（百万円）

その他事業
（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 3,986 3,650 952 730 9,318 - 9,318

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
5 14 14 8 41 (41) -

計 3,991 3,664 966 738 9,359 (41) 9,318

営業利益又は営業損失（△） △83 337 51 25 330 (30) 300

 　　　　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）

 
無機化学品
事業
（百万円）

機能化学
品・化成品
事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（百万円）

その他事業
（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 13,763 10,157 1,025 1,961 26,906 - 26,906

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
8 28 41 51 128 (128) -

計 13,771 10,185 1,066 2,012 27,034 (128) 26,906

営業利益又は営業損失（△） 721 505 △44 △1 1,181 (52) 1,129

 　　　　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）

 
無機化学品
事業
（百万円）

機能化学
品・化成品
事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（百万円）

その他事業
（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 7,274 6,760 1,575 1,391 17,000 - 17,000

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
10 28 24 17 79 (79) -

計 7,284 6,788 1,599 1,408 17,079 (79) 17,000

営業利益又は営業損失（△） △520 544 14 28 66 (56) 10



　（注）１．事業区分の方法

当社の事業区分の方法は、経営管理上の販売区分によっております。

２．各事業区分の主要製品

(1）無機化学品事業………………アンモニア系製品、ゴム用カーボンブラック、合成石英粉

(2）機能化学品・化成品事業……メタノール、ホルマリン、接着剤、アマイド、タイク、

機能性モノマー、電子工業用高純度薬品

(3）エンジニアリング事業………プラント設計・建設・修繕、建築、土木

(4）その他事業……………………貨物運送・荷役業、サービス関連業（石油販売業、熱供給業、

産業廃棄物処理関連業等）

３．会計処理の方法の変更

前第２四半期連結累計期間

 (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のための基本となる重要な事項等の変更」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。

    なお、この変更による影響額は軽微であります。

   

当第２四半期連結累計期間

　該当事項はありません。

４．追加情報

前第２四半期連結累計期間

　次世代新規事業の推進を図るため、第１四半期連結会計期間より立ち上げた「みらいプロジェクト」に基

づき発生した研究開発費52百万円は、配賦不能営業費用として「消去又は全社」に含めており、「無機化学

品事業」「機能化学品・化成品事業」の各セグメントに配賦しておりません。

　この新たな会計処理の方法は、「みらいプロジェクト」に基づき発生した研究開発費が「無機化学品事業」

「機能化学品・化成品事業」を融合した光学材料の研究開発を行っており、各セグメント単位で行っている

従来の研究開発費と性格が異なることから、各セグメントに当該研究開発費の配賦を行わず、配賦不能営業

費用として「消去又は全社」に含める方がよりセグメントの実態を適切に表すと判断したことによるもので

あります。

 

当第２四半期連結累計期間

　該当事項はありません。

 

〔所在地別セグメント情報〕

　前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期

間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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） 　

　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はないので、該当事項はありません。

 

〔海外売上高〕

　　前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

　（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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）

　  海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。


	日本化成㈱（4007）平成22年３月期　第２四半期決算短信: 日本化成㈱（4007）平成22年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


