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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 66,976 △17.1 2,102 △47.6 2,402 △45.9 1,209 △63.6
21年3月期第2四半期 80,820 ― 4,007 ― 4,436 ― 3,321 ―

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 6.31 ―
21年3月期第2四半期 16.85 16.85

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 163,623 89,471 52.3 446.78
21年3月期 162,550 86,056 50.6 429.21

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  85,635百万円 21年3月期  82,276百万円

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 ― 5.00 ― 6.00 11.00
22年3月期 ― 4.00
22年3月期 

（予想）
― 5.00 9.00

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 140,000 △6.9 3,700 2.1 4,000 △5.6 2,300 △3.4 12.00



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 
（1）本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。上記の業績予想に関連する事項については、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ください。 

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 有

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 196,682,752株 21年3月期  196,682,752株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  5,010,346株 21年3月期  4,988,857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 191,683,795株 21年3月期第2四半期 197,041,394株



 当第２四半期（平成21年４月１日から平成21年９月30日までの６ヶ月間）におけるわが国経済は、世界的な景気後退に

よる需要減の影響を受ける中、輸出や国内生産の一部に持ち直しの動きが見られたものの、個人消費、設備投資は減少し

たままであり、依然として厳しい状況が続きました。 

 当社グループを取り巻く事業環境についても、顧客業界の需要が本格回復には至っておらず、厳しい状況にありまし

た。 

 このような事業環境下において、当社グループは事業基盤をさらに強化するため、高付加価値製品の拡販に注力する一

方、更なる生産コストの低減に努め、収益基盤の維持強化を図ってまいりました。また、研究開発体制の見直し・強化を

行うとともに、高機能製品の市場開発に努めました。 

 以上のような経営努力を積み重ねてまいりましたが、当第２半期の売上高は、６６,９７６百万円と前年同期比１７.

１％の減収、営業利益は２,１０２百万円と前年同期比４７.６％の減益となりました。また、経常利益は、２,４０２百

万円と前年同期比４５.９％の減益、当四半期純利益累計は、１,２０９百万円と前年同期比６３.６％の減益となりまし

た。 

  

①油脂製品事業 

 油脂製品事業の売上高は、２９,１５８百万円と前年同期比１５.８％の減収となりましたが、石化原燃料や天然油脂原

料の価格変動の中で、更なる生産コストの低減に努めた結果、営業利益は、前年同期比４０６百万円増益の３３６百万円

となりました。 

 脂肪酸誘導体では、これまで重点的に市場開拓を進めてまいりました家電・自動車関連用高機能潤滑油やトナー用ワッ

クス、界面活性剤では、化粧品基剤およびその配合品等の販売促進に努めたものの、いずれも売上高は減少しました。 

 食用加工油脂は、拡販に努めたものの、消費者の低価格志向の影響を受けた一部製品価格の下落により、また、機能食

品関連製品は、医療栄養食の出荷は前年同期並に推移したものの、健康関連製品の出荷が前年同期を下回ったため、いず

れも売上高はわずかに減少しました。 

 ②化成製品事業 

 化成製品事業の売上高は、２２,８６４百万円と前年同期比２６.９％の減収、営業利益は、１,０１６百万円と前年同

期比６８.９％の減益となりました。 

 有機過酸化物は、主な需要分野である合成樹脂関連などでの大幅な需要減により、売上高は減少しました。 

 エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体は、電子・建材分野における中国需要が下支えとなったものの、自

動車関連分野の需要不振により、売上高は減少しました。 

 生体適合素材であるＭＰＣ関連製品は、アイケア分野・化粧品分野向けの出荷が前年並みに推移し、医薬・衛生分野向

けの手指消毒剤の出荷が増加したため、売上高は増加しました。 

 ＤＤＳ（ドラッグ・デリバリー・システム：薬物送達システム）医薬用製剤原料については、リン脂質や医薬製剤原料

用可溶化剤の出荷が好調に推移したものの、米国創薬メーカーを中心に原薬修飾用ポリエチレングリコール誘導体の需要

が低調であったため、売上高は減少しました。 

 機能性フィルムおよび電子材料は、薄型大画面テレビの需要が回復してきたものの前年同期の水準までには至らず、売

上高は減少しました。 

 特殊防錆処理剤・防錆加工については、世界的な自動車生産台数の減少により、主な需要分野である自動車部品業界の

需要が大幅に減少したため、売上高は減少しました。 

③火薬・加工品事業 

 火薬・加工品事業の売上高は、前年同期比０.７％増収の１４,４６５百万円、営業利益は、前年同期比０.９％増益の

７４５百万円といずれも前年同期並みとなりました。 

 産業用爆薬類は、需要減とトンネル工事着工の遅れのため、売上高は減少しました。 

 ロケット関連製品は、ロケットの打ち上げが計画どおりに実施され、出荷も順調に推移したため、売上高は増加しまし

た。 

 防衛関連製品は、売上高は前年同期並みとなりました。 

 自動車用安全部品は、自動車業界の低迷により需要が減少したため、売上高は減少しました。 

④その他の事業 

 その他の事業は、運送事業および不動産事業から構成されております。その売上高は４８７百万円と前年同期比１２.

０％の減収、営業損失は２百万円と前年同期に比べ５７百万円の減益となりました。 

  

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



当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ１,０７３百万円増加し、１６３,６２３百万円となりまし

た。 

資産の増減の主な内容は、棚卸資産の減少２,５０７百万円、主として未収入金の減少によるその他の流動資産の

減少６８２百万円、投資有価証券の四半期末時価評価等による増加４,８５９百万円等であります。 

負債は、前期末に比べ２,３４１百万円減少しました。その主な内容は、有利子負債の減少５,６２２百万円、投資

有価証券の四半期末時価評価等による繰延税金負債(固定）の増加１,９９０百万円などであります。 

純資産は、前期末に比べ、３,４１４百万円増加しました。その主な内容は、当第２四半期累計純利益１,２０９百

万円、その他有価証券評価差額金の増加２,８５５百万円であり、配当による減少１,１５０百万円等であります。 

  

 当第２四半期における経済状況は、輸出や国内生産の一部に持ち直しの動きが見られたものの、当グループにおけ

る顧客業界の需要が本格回復には至っておらず、依然として厳しい状況が続いております。第２四半期以降につきま

しても、高付加価値製品の拡販や高機能製品の市場開発に注力するとともに、更なる生産コストの低減に努めるもの

の、不透明な景気見通し及び為替相場や原燃料価格の動向を踏まえ、通期の業績予想につきましては当初予想のまま

としております。 

  

  当該事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  一般債権の貸倒見積高の算定については、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、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使 

用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

２．棚卸資産の評価方法 

  四半期連結会計期間末における棚卸高の算定に関しては、一部の連結子会社を除き実地棚卸を省略 

し、前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法を主としておりま 

す。 

  たな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．法人税等並びに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、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っております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用については、主として当第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 

る会社については、法定実効税率を使用して計算した金額を計上しております。 

  

①工事契約に関する会計基準等の適用 

 工事契約に該当する機械装置の請負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）を当第１四半期連 

結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した請負契約から、当第２四半期連結会計期間 

末までの進捗部分について成果の確実性が認められる請負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、その他の請負については工事完成基準を適用しております。 

  なお、当第２四半期連結累計期間においては、該当する請負契約が無かったため、これによる影響はあ 

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



②在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

  在外連結子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算日の直物為替相場により換算しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より期中平均為替相場により換算する方法に変更しております。この変更 

は、近時における在外子会社の収益・費用の拡大及び 近における短期的な為替相場変動幅の大きさに鑑 

み、期中平均為替相場による換算方法を採ることによって、在外子会社における短期的な為替相場変動の影

響を排除し期間損益をより適正に表示するために行ったものであります。この変更に伴い当第２四半期累計

期間の売上高は117百万円減少し、営業利益は74百万円の減少、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は 

それぞれ74百万円減少しております。  



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 5,542 5,184

受取手形及び売掛金 28,057 28,341

商品及び製品 17,112 20,325

仕掛品 3,992 3,066

原材料及び貯蔵品 7,478 7,698

その他 3,729 4,411

貸倒引当金 △106 △99

流動資産合計 65,806 68,928

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,709 22,934

土地 19,283 19,256

その他（純額） 18,768 18,965

有形固定資産合計 60,761 61,156

無形固定資産   

その他 2,221 2,139

無形固定資産合計 2,221 2,139

投資その他の資産   

投資有価証券 26,099 21,239

その他 8,842 9,209

貸倒引当金 △107 △123

投資その他の資産合計 34,834 30,325

固定資産合計 97,817 93,621

資産合計 163,623 162,550

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,022 17,773

短期借入金 14,396 19,820

1年内返済予定の長期借入金 1,438 5,445

未払法人税等 1,201 501

賞与引当金 2,545 2,228

その他 9,683 9,680

流動負債合計 47,287 55,450

固定負債   

長期借入金 13,169 9,360

退職給付引当金 3,722 3,729

その他 9,973 7,952

固定負債合計 26,864 21,042

負債合計 74,152 76,493



（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 17,742 17,742

資本剰余金 15,113 15,113

利益剰余金 49,868 49,809

自己株式 △2,135 △2,127

株主資本合計 80,587 80,537

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,979 3,124

為替換算調整勘定 △931 △1,385

評価・換算差額等合計 5,047 1,739

少数株主持分 3,835 3,780

純資産合計 89,471 86,056

負債純資産合計 163,623 162,550



（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 80,820 66,976

売上原価 61,943 51,241

売上総利益 18,877 15,735

販売費及び一般管理費 14,869 13,633

営業利益 4,007 2,102

営業外収益   

受取利息 47 23

受取配当金 406 346

その他 459 454

営業外収益合計 913 824

営業外費用   

支払利息 217 197

その他 267 326

営業外費用合計 484 524

経常利益 4,436 2,402

特別利益   

固定資産売却益 1,211 52

関係会社清算益 － 28

その他 1 2

特別利益合計 1,212 83

特別損失   

固定資産除却損 － 40

投資有価証券売却損 76 －

投資有価証券評価損 260 －

その他 28 1

特別損失合計 365 42

税金等調整前四半期純利益 5,283 2,443

法人税等 1,837 1,068

少数株主利益 125 165

四半期純利益 3,321 1,209



 該当事項はありません。 

  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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） 

  
油脂製品
事業 

（百万円） 

化成製品
事業 

（百万円）

火薬・加
工品事業 
（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  34,614  31,281  14,369  554  80,820  －  80,820

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 102  1,760  54  3,861  5,778  (5,778)  －

計  34,717  33,041  14,423  4,415  86,598  (5,778)  80,820

営業利益(又は営業損失△)  △70  3,267  739  55  3,991  16  4,007

  
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） 

  
油脂製品
事業 

（百万円） 

化成製品
事業 

（百万円）

火薬・加
工品事業 
（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  29,158  22,864  14,465  487  66,976  －  66,976

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 98  1,064  9  3,329  4,501  (4,501)  －

計  29,256  23,929  14,475  3,817  71,478  (4,501)  66,976

営業利益(又は営業損失△)  336  1,016  745  △2  2,096  5  2,102



  

  

  

  

 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） 
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                              

(1)外部顧客に対する売上高  72,446  8,373  80,820  －  80,820

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,038  261  2,299  (2,299)  －

計  74,485  8,635  83,120  (2,299)  80,820

営業利益  3,518  455  3,973  34  4,007

  
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） 
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                              

(1)外部顧客に対する売上高  62,353  4,623  66,976  －  66,976

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,253  73  1,327  (1,327)  －

計  63,607  4,696  68,304  (1,327)  66,976

営業利益(又は営業損失△)  2,416  △342  2,074  27  2,102

〔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） 

  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  14,994  14,994

Ⅱ 連結売上高（百万円）        80,820

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
       18.6

  
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） 

  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,093  10,093

Ⅱ 連結売上高（百万円）        66,976

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
          15.1 

（５）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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