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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 47,376 △21.8 △1,211 ― △3,247 ― △2,388 ―

21年3月期第2四半期 60,572 ― 1,730 ― 122 ― △722 ―

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 △5.96 ―

21年3月期第2四半期 △1.87 ―

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 175,066 43,847 25.0 109.46
21年3月期 163,805 45,372 27.7 113.25

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  43,815百万円 21年3月期  45,339百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 105,000 0.3 4,300 △20.1 1,200 △59.1 △700 ― △1.74
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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  無  

(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 

上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替の変動等にかか
わるリスクや不確定要因により実際の業績及び配当金が記載の予想数値と異なる可能性があります。詳細は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 403,839,431株 21年3月期  403,839,431株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,564,700株 21年3月期  3,515,620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 400,295,531株 21年3月期第2四半期 386,735,976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日から平成21年９月30日まで）のわが国経済は、中国を中心と

したアジア経済の改善を背景に輸出が回復し、政府による経済対策の効果も加わって 悪期は脱したものの、

その回復ペースは緩やかで、先行きに不透明感を残した状況で推移しました。 

当社グループ事業を取り巻く市場環境は、酸化チタンでは、春先をボトムとして企業の在庫調整が着実に進

展し、生産・販売の回復が見られたものの、依然本格回復というには力強さを欠いていること、農薬では、昨

年急拡大した世界の農薬需要が、その後の穀物価格の下落の影響などを受け、その反動により成長ペースを鈍

化させていること、また、当社業績に影響の大きい為替についても、前年同期に比べ大幅に円高基調に推移し

ていることなど、総じて厳しい経営環境が続きました。 

このような状況の下、当社グループは需給バランスを重視した生産と費用の削減に注力したキャッシュ・フ

ロー重視の事業運営を推進してまいりました。 

当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高473億円（前年同期比131億円減）、営業損失12億円（前年

同期は17億円の営業利益）、経常損失32億円（前年同期は１億円の経常利益）、四半期純損失23億円（前年同

期は７億円の四半期純損失）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

 

（無機化学事業） 

酸化チタンについては、アジア地域を中心として需要は回復してきているものの、国内では主要な業界の需

要の立ち上がりが鈍く、為替が円高基調に推移したことなども加わって売上高は減少しました。 

機能材料・電子材料については、電子材料用途向けの販売回復が当該期間の後半にずれ込んだこと、景気後

退の影響を受け化粧品用途向けの販売が伸び悩んだことなどから売上高は減少しました。 

損益面では、酸化チタン需要の大幅減少と、これに伴う生産調整実施の影響を主因として、為替の円高の影

響などが加わり、営業利益は赤字となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は218億円（前年同期比48億円減）、営業損失は17億円（前年

同期並）となりました。 

（有機化学事業） 

農薬については、殺菌剤では、米州向け販売が増加したものの、過去２年にわたって好調であった主力の欧

州向け販売が天候要因により減少したこと、加えて欧州通貨が大幅に円高に推移したことなどの影響を受け、

売上高、営業利益ともに前年同期を下回りました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は234億円（前年同期比58億円減）、営業利益は17億円（前年

同期比27億円減）となりました。 

（建設事業） 

建設事業は前年同期に比べ大型工事の完成が少なく売上高は16億円（前年同期比23億円減）、営業損失は 

１億円（前年同期は２億円の営業利益）となりました。 

（その他の事業） 

その他の事業は売上高４億円（前年同期並）、営業利益は67百万円（前年同期並）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

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、９億円の支出（前年同期比11億円収入

増）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により９億円の支出（前年同期

比21億円支出減）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増額等により60億円の収

入（前年同期並）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、前連結会計年度末より41億円増加の168億円となりました。 

 

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業績及び今後の見通し等を踏まえて、平成21年５月15日に公表しました平成22

年３月期の通期業績予想（連結・個別）を修正しました。 

詳細は平成21年11月６日に別途公表しました「第２四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照下さい。 

 

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 

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 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

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、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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

 

(4) 重要な偶発債務 

１. 四日市工場内における土壌・地下水汚染への対応 

コンプライアンス総点検後のボーリング調査の結果、当社四日市工場内において、土壌環境基準を超過す

る有害物質の検出が認められました。これを受け、当社は、第三者の学識経験者による「環境専門委員会」
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を設置し同委員会の指導と助言の下、四日市工場全域の土壌・地下水調査を行った結果、主に工場の過去の

生産活動に由来すると考えられる環境基準を超える汚染が認められましたので、三重県生活環境の保全に関

する条例に基づき土壌・地下水汚染発見に係る届出書を、所管する四日市市に提出しております。今後は、

詳細調査を継続すると共に、具体的な修復対策を立案する段階に入りますが、対策内容が確定していない現

時点では、その費用を合理的に見積ることは困難であります。 

２. 四日市工場内に存在すると推定される埋設物への対応 

コンプライアンス総点検において公表した四日市工場内において撤去を要すると考えられる埋設物等の調

査状況は下記のとおりであり、将来的に一定の範囲での業績への影響は避けられないものと考えていますが、

現在も埋設物の種類・性状・埋設物等の確認に至っておらず、その措置に関する費用を現時点で合理的に見

積ることは困難であります。 

① 第２グラウンドの埋設物 

当該場所は、過去に沈殿池として使用されていた経緯から、合法的に処理された廃棄物も存在しており、

これらと違法性の認められる埋設物を峻別の上撤去することとなります。埋設物の位置を特定するための確

認調査の過程で、地中での金属反応と他の地層と異なる地質が存在することを確認しており、ボーリング及

び試掘調査を開始しています。 

② 旧ＳＲ(合成ルチル)工場跡地の無機性汚泥など 

この埋設物は、同工場の解体・整地後、堆積されたフェロシルトの一部が出荷されずに残ったまま、平成

15年１月の緑地造成工事で覆土されたものであると推定されます。現在は、当該場所の上に仮保管フェロシ

ルトを堆積しているため、平成21年１月からフェロシルトの搬出を開始し、搬出が完了した区画から順次ボ

ーリングを実施しておりますが、現在までの作業進捗状況からすると、埋設状況の全体概要が判明する時期

は、平成22年度中を目処に考えております。 
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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 17,058 12,681

受取手形及び売掛金 27,721 23,332

商品及び製品 19,527 22,714

仕掛品 14,602 7,699

原材料及び貯蔵品 10,945 11,173

繰延税金資産 2,991 3,302

その他 4,513 5,827

貸倒引当金 △290 △289

流動資産合計 97,069 86,441

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 22,263 21,596

その他（純額） 32,681 34,132

有形固定資産合計 54,945 55,729

無形固定資産   

のれん 58 70

その他 243 193

無形固定資産合計 301 264

投資その他の資産   

投資有価証券 5,301 5,473

繰延税金資産 16,898 15,323

その他 633 662

貸倒引当金 △64 △69

投資損失引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 22,749 21,370

固定資産合計 77,996 77,363

資産合計 175,066 163,805
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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 19,186 14,481

短期借入金 40,134 38,316

未払法人税等 310 516

フェロシルト回収損失引当金 4,187 4,926

その他の引当金 853 742

その他 16,593 13,313

流動負債合計 81,265 72,297

固定負債   

長期借入金 21,831 16,971

退職給付引当金 7,494 7,185

フェロシルト回収損失引当金 11,076 12,316

その他の引当金 400 489

長期預り金 6,498 6,793

その他 2,652 2,378

固定負債合計 49,953 46,135

負債合計 131,219 118,433

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,420 43,420

資本剰余金 10,625 10,625

利益剰余金 △7,385 △4,998

自己株式 △661 △656

株主資本合計 45,998 48,391

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33 △42

繰延ヘッジ損益 10 △1

為替換算調整勘定 △2,260 △3,038

在外子会社年金債務調整額 32 29

評価・換算差額等合計 △2,183 △3,051

少数株主持分 32 32

純資産合計 43,847 45,372

負債純資産合計 175,066 163,805
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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 60,572 47,376

売上原価 48,175 39,003

売上総利益 12,396 8,372

販売費及び一般管理費 10,666 9,584

営業利益又は営業損失（△） 1,730 △1,211

営業外収益   

受取利息 87 11

受取配当金 17 31

その他 246 149

営業外収益合計 351 193

営業外費用   

支払利息 924 818

持分法による投資損失 346 279

為替差損 6 539

その他 681 592

営業外費用合計 1,959 2,229

経常利益又は経常損失（△） 122 △3,247

特別利益   

前期損益修正益 － 86

保険差益 136 48

訴訟債務取崩益 427 －

修繕引当金戻入額 186 －

その他 141 14

特別利益合計 891 149

特別損失   

固定資産処分損 142 263

その他 4 33

特別損失合計 147 296

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（△）

866 △3,394

法人税、住民税及び事業税 440 249

過年度法人税等 147 －

法人税等調整額 1,002 △1,253

法人税等合計 1,589 △1,004

少数株主損失（△） △0 △2

四半期純損失（△） △722 △2,388
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

866 △3,394

減価償却費及びその他の償却費 2,602 2,741

減損損失 － 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42 0

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

219 240

フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) △5,695 △1,979

その他の引当金の増減額（△は減少） △162 110

受取利息及び受取配当金 △105 △43

支払利息 924 818

為替差損益（△は益） △77 89

持分法による投資損益（△は益） 350 279

固定資産処分損益（△は益） 66 78

売上債権の増減額（△は増加） △5,775 △3,855

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,243 △3,073

その他の流動資産の増減額（△は増加） 401 701

仕入債務の増減額（△は減少） 1,218 4,109

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,148 3,245

その他 △132 △52

小計 △950 41

利息及び配当金の受取額 107 43

利息の支払額 △943 △795

保険金の受取額 136 48

法人税等の支払額 △455 △296

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,106 △957

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 △20 △20

定期預金の払戻による収入 20 20

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △806 △6

固定資産の取得による支出 △2,620 △1,207

固定資産の売却による収入 272 167

貸付けによる支出 △262 △83

貸付金の回収による収入 309 128

残余財産の分配収入 － 21

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,108 △980
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(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) 

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） △1,166 767

長期借入れによる収入 2,630 10,373

長期借入金の返済による支出 △4,756 △4,526

株式の発行による収入 2,784 －

リース債務の返済による支出 △205 △312

自家発電事業関連設備の譲渡による収入 6,922 －

預り金の返済による支出 △128 △264

自己株式の純増減額（△は増加） △17 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,061 6,033

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 769 4,181

現金及び現金同等物の期首残高 28,373 12,648

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 149 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,291 16,830
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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 

【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） 

(単位：百万円) 

 
無機化学 
事業 

有機化学
事業 

建設事業
その他の
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

26,743 29,293 3,999 536 60,572 － 60,572

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 2,097 856 2,954 （2,954） －

計 26,743 29,293 6,096 1,393 63,526 （2,954） 60,572

営業利益 
又は営業損失(△） 

△1,705 4,540 203 21 3,060 （1,329） 1,730

 

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） 

(単位：百万円) 

 
無機化学 
事業 

有機化学
事業 

建設事業
その他の
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

21,846 23,421 1,652 454 47,376 － 47,376

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 1,358 418 1,777 （1,777） －

計 21,846 23,421 3,011 873 49,153 （1,777） 47,376

営業利益 
又は営業損失(△） 

△1,760 1,777 △112 67 △27 （1,184） △1,211

  

(注)  1. 事業区分は、製品の種類、製造方法及び市場等の類似性を勘案して決定しており、各事業区分に属す

る主要な製品又は事業内容は、次のとおりであります。 

(1) 無機化学事業：酸化チタン、機能材料、電子材料、その他化成品 

(2) 有機化学事業：農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤等）、有機中間体、医薬 

(3) 建設事業  ：建設業 

(4) その他の事業：商社業等 

2. 会計基準等の変更 

「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、第１四

半期連結会計期間より「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)を適用し

ております。これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
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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） 

(単位：百万円) 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

32,991 5,110 2,398 20,071 60,572 － 60,572

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

14,202 2,182 11 89 16,484 （16,484） －

計 47,193 7,292 2,410 20,160 77,057 （16,484） 60,572

営業利益 
又は営業損失(△) 

2,867 △727 2 749 2,892 （1,161） 1,730

 

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） 

(単位：百万円) 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

27,990 3,472 2,318 13,594 47,376 － 47,376

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

7,988 2,308 1 59 10,357 （10,357） －

計 35,978 5,781 2,320 13,653 57,733 （10,357） 47,376

営業利益 
又は営業損失(△) 

△632 △5 78 864 305 （1,516） △1,211

 

(注)  1. 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、本邦以外の

各区分に属する主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：シンガポール、台湾 

(2) 米州 ：米国 

(3) 欧州 ：ベルギー、フランス、スペイン 

2. 会計基準等の変更 

「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、第１四

半期連結会計期間より「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)を適用し

ております。これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

― 12 ―

石原産業㈱(4028)　平成22年３月期　第２四半期決算短信



 

【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 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,645 6,023 20,951 222 38,842

Ⅱ 連結売上高（百万円）  60,572

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

19.2 9.9 34.6 0.4 64.1

 

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 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 9,180 5,252 14,551 128 29,113

Ⅱ 連結売上高（百万円）  47,376

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

19.4 11.1 30.7 0.3 61.5

 

(注)  1. 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、各区分に属

する主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、シンガポール 

(2) 米州 ：米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ 

(3) 欧州 ：ドイツ、オランダ、フランス、英国、ベルギー、イタリア、東欧及び中東地域 

(4) その他：オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ 

2. 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 

該当事項はありません。 
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