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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 6,964 △33.9 △155 ― △84 ― △467 ―

21年3月期第2四半期 10,534 5.3 322 △39.8 384 △27.8 394 15.8

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 △12.05 ―

21年3月期第2四半期 10.16 ―

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 18,999 12,479 65.7 322.09
21年3月期 19,676 13,038 66.3 336.45

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,479百万円 21年3月期  13,038百万円

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 ― 3.00 3.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

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  
（注）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。 

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 14,000 △18.8 50 ― 170 216.6 180 ― 4.65



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、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） 

(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 

（注）上記予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。 
   上記予想の関連事項については、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参照ください。 

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 41,207,730株 21年3月期  41,207,730株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,462,237株 21年3月期  2,454,973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 38,748,878株 21年3月期第2四半期 38,794,708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、経済対策の効果により一部景気の底打ちの兆しが

見られたものの、厳しい雇用情勢が続くなど本格的な需要回復には至っておらず、先行き不透明な状

況で推移いたしました。 
このような状況下、当社グループは既存製品及び新規製品の拡販、適正な価格水準の確保に取組む

と共に、緊急対策として固定費削減に取り組んでまいりました。 
しかしながら、当第２四半期連結累計期間における連結経営成績は、需要低迷による販売数量の減

少、並びに原料価格に連動した製品市況の下落の影響が大きく、売上高は 6,964 百万円（前年同期比

3,569 百万円減収・33.9％減）と大幅な減収となりました。 
利益面でも、販売数量の落ち込みとこれに対処した減産による固定費負担の増加、中期経営計画に

よる経営資源の千鳥地区への集約に向けた事務研究棟の建設等の設備投資増加に伴う償却費負担の

増加の影響等により、営業損失は 155 百万円（前年同期は 322 百万円の営業利益）、経常損失は 84
百万円（前年同期は 384 百万円の経常利益）といずれも大幅な減益となりました。 
なお、本年 9 月 16 日開催の取締役会において当社川崎工場（塩浜）の土地（平成 14 年 3 月に土

地の再評価を実施）の一部を譲渡することを決議（※）したことに伴い、譲渡する部分の土地と撤去

予定の設備について減損会計を適用し、434 百万円の固定資産の減損損失を特別損失として計上した

結果、四半期純損失は 467 百万円（前年同期は 394 百万円の四半期純利益）となりました。 
（※）本日開催の取締役会において上記の土地譲渡について、譲渡先、譲渡価額、譲渡時期（当連結

会計年度末）等の詳細を含む、土地売買契約を締結することを決議いたしております。 
 
これを事業別に見ますと次のとおりであります。 

 

化学品事業 

・有機酸製品 

無水フタル酸は、国内向けを中心に販売数量は大幅に増加したものの、製品市況の下落により大幅

な減収となりました。 

その他の有機酸につきましては、コハク酸は、生分解性樹脂向けの販売数量の減少及び製品市況の

下落により大幅な減収となりました。フマル酸につきましては、前年同期並の販売数量を確保したも

のの製品市況の下落により大幅な減収となりました。リンゴ酸は、需要低迷による販売数量の減少に

より大幅な減収となりました。 

・有機酸系誘導品 

可塑剤は、販売数量の減少並びに原料である無水フタル酸及びアルコール価格の下落により大幅な

減収となりました。 

マキシモール®は、硬質ポリウレタンフォーム向けが堅調に推移し増収となりました。 

・キノン系製品 

パルプ蒸解助剤ＳＡＱ®、アントラキノン並びに脱硫触媒ＮＱＳ®は、いずれも需要の低迷により、

大幅な減収となりました。ナフトキノンは、販売数量の減少により減収となりました。 

以上の結果、化学品事業全体としての売上高は 6,885 百万円（前年同期比 3,446 百万円減収・33.4％

減）、営業損失は 163 百万円（前年同期は 316 百万円の営業利益）となりました。 

 

その他の事業 

その他の事業につきましては、エンジニアリング事業の廃止により、売上高は 79 百万円（前年同

期比 123 百万円減収･61.0％減）、営業利益は 1 百万円（前年同期は 1百万円の営業損失）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２四半期連結会計期間末における総資産は、18,999 百万円となり前連結会計年度末に比べ 677

百万円減少いたしました。 

流動資産は、主に、売掛金は増加しましたが、短期貸付金が減少したことにより前連結会計年度末

に比べ 411 百万円減少し、7,107 百万円となりました。 

固定資産は、主に、有形固定資産が、事務研究棟の建設等による増加はあったものの、譲渡を決定

した川崎工場（塩浜）の土地の一部及び設備を減損処理したことにより減少した為、前連結会計年度

末に比べ 265 百万円減少し、11,891 百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、6,519百万円となり前連結会計年度末に比べ118

百万円減少いたしました。 

流動負債は、主に、支払手形及び買掛金は増加しましたが、設備未払金が減少したことにより、前

連結会計年度末に比べ 14 百万円減少し、3,013 百万円となりました。 

固定負債は、主に、退職給付引当金の減少により、前連結会計年度末に比べ 103 百万円減少し、3,506

百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、12,479 百万円となり前連結会計年度末に比べ 558

百万円減少いたしました。 

株主資本は、主に、四半期純損失 467 百万円の計上及び配当金の支払いにより、前連結会計年度末

に比べ 501 百万円減少し、8,756 百万円となりました。 

評価・換算差額等は、主に、川崎工場（塩浜）の土地減損損失計上による土地再評価差額金の取崩

し（利益剰余金に繰り入れ）により、前連結会計年度末に比べ 57 百万円減少し、3,722 百万円となり

ました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第2四半期連結累計期間における営業損失及び経常損失は、期首の業績予想値に比べ損失が縮小し

ておりますが、下半期については引き続き厳しい事業環境が継続し、業績も期首の見込みに対して下

ブレすることが予想されるため、通期の営業利益及び経常利益については期首の業績予想に変更はあ

りません。 

一方、第2四半期連結累計期間における四半期純損失は、固定資産の減損損失（434百万円）を特別

損失として計上した結果、期首の業績予想値に比べ損失が大幅に拡大いたしましたが、当連結会計年

度末に固定資産の譲渡が実現した時点で、当該土地部分の「再評価に係る繰延税金負債」の残額（541

百万円）を取崩すことにより同額の税金費用が減額となります。 

この税金費用の減額が、上記の固定資産の減損損失額並びに今後発生が予想される設備の移転費用

等を上回ることとなるため、通期の当期純利益は期首の業績予想を上回る見込みであります。 

以上の結果、通期の連結業績予想につきましては、売上高14,000百万円、営業利益50百万円、経常

利益170百万円、当期純利益180百万円を見込んでおります。 

なお、当連結会計年度末に固定資産の譲渡が実現した時点で、当該土地部分の｢土地再評価差額金｣

の残額を振替処理することにより、「利益剰余金」が792百万円増加いたします。 

また、固定資産譲渡についての詳細情報につきましては、本日発表の「固定資産の譲渡に関するお

知らせ（追加）」をご参照願います。 
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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） 
    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 
 ① 簡便な会計処理 
  ⅰ 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年

度末の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によっております。 
  ⅱ 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額

を期間按分する方法によっております。 
なお、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。 
  ⅲ 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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 
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っております。 
 
 ② 四半期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 
    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 126 209

受取手形及び売掛金 4,029 3,216

商品及び製品 1,577 1,818

仕掛品 335 142

原材料及び貯蔵品 385 310

短期貸付金 483 1,630

その他 170 192

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 7,107 7,519

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,400 930

機械装置及び運搬具（純額） 1,743 2,080

土地 7,945 8,084

その他（純額） 234 533

有形固定資産合計 11,324 11,628

無形固定資産 13 13

投資その他の資産 553 514

固定資産合計 11,891 12,156

資産合計 18,999 19,676

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,667 1,625

短期借入金 100 100

未払法人税等 18 24

賞与引当金 176 179

修繕引当金 135 62

その他 915 1,037

流動負債合計 3,013 3,028

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 2,498 2,555

繰延税金負債 66 49

退職給付引当金 923 940

役員退職慰労引当金 18 64

固定負債合計 3,506 3,609

負債合計 6,519 6,637
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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 6,282 6,282

資本剰余金 2,549 2,549

利益剰余金 322 823

自己株式 △397 △396

株主資本合計 8,756 9,258

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 97 71

土地再評価差額金 3,625 3,708

評価・換算差額等合計 3,722 3,780

純資産合計 12,479 13,038

負債純資産合計 18,999 19,676
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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 10,534 6,964

売上原価 9,156 6,112

売上総利益 1,378 852

販売費及び一般管理費 1,056 1,008

営業利益又は営業損失（△） 322 △155

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 12 13

業務受託料 31 31

固定資産賃貸料 26 20

その他 10 10

営業外収益合計 86 79

営業外費用   

支払利息 1 0

固定資産処分損 8 4

固定資産除却損 1 2

関係会社厚生年金基金脱退損失 6 －

土壌調査費 5 －

その他 2 1

営業外費用合計 23 8

経常利益又は経常損失（△） 384 △84

特別損失   

減損損失 － 434

特別損失合計 － 434

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（△）

384 △519

法人税、住民税及び事業税 4 2

過年度法人税等戻入額 △12 －

法人税等調整額 △1 △54

法人税等合計 △9 △52

四半期純利益又は四半期純損失（△） 394 △467
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【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 5,580 3,700

売上原価 4,868 3,146

売上総利益 711 553

販売費及び一般管理費 539 504

営業利益 172 48

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 0 0

業務受託料 31 14

固定資産賃貸料 13 10

その他 7 6

営業外収益合計 55 31

営業外費用   

支払利息 0 0

固定資産処分損 7 2

固定資産除却損 0 0

関係会社厚生年金基金脱退損失 6 －

土壌調査費 5 －

その他 1 0

営業外費用合計 21 4

経常利益 206 76

特別損失   

減損損失 － 434

特別損失合計 － 434

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（△）

206 △358

法人税、住民税及び事業税 2 0

法人税等調整額 △2 △55

法人税等合計 △0 △54

四半期純利益又は四半期純損失（△） 206 △303
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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（△）

384 △519

減価償却費 395 424

減損損失 － 434

賞与引当金の増減額（△は減少） 2 △3

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 －

修繕引当金の増減額（△は減少） 88 72

退職給付引当金の増減額（△は減少） △60 △17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12 △46

受取利息及び受取配当金 △16 △17

支払利息 1 0

有形固定資産除却損 2 2

売上債権の増減額（△は増加） △142 △812

たな卸資産の増減額（△は増加） △558 △27

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4 22

仕入債務の増減額（△は減少） △828 42

その他の流動負債の増減額（△は減少） 187 24

その他 △0 4

小計 △561 △414

利息及び配当金の受取額 16 17

利息の支払額 △1 △0

法人税等の支払額 △12 △10

営業活動によるキャッシュ・フロー △558 △408

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 △238 △702

無形固定資産の取得による支出 － △1

その他 0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △237 △704

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △8 △0

配当金の支払額 △192 △115

財務活動によるキャッシュ・フロー △200 △116

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △996 △1,229

現金及び現金同等物の期首残高 1,967 1,839

現金及び現金同等物の四半期末残高 970 610
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 該当事項はありません。 

  

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) 

  

 
(注) １ 事業区分は、事業の種類・性質の類似性等を勘案して決定しております。 

２ 各事業区分の主要な製品又は業務 

(1) 化学品事業………有機酸製品、有機酸系誘導品、キノン系製品 

(2) その他の事業……設備の設計・施工、施設の管理運営他 

３ 「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」の会計処理の原則及び手続の変更に 

 記載のとおり「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基 

 準第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、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。これにより当第２四半期連結累計期間の化学品事業の営業 

  費用は25百万円増加し、営業利益が同額減少しております。その他の事業につきましては影響はありません 

 。 

４ 「追加情報」に記載のとおり平成20年度税制改正を契機として機械装置の経済的耐用年数を見直しており 

 ます。これにより当第２四半期連結累計期間の化学品事業の営業費用は19百万円減少し、営業利益が同額増

 加しております。      

  

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) 

  

 
(注) １ 事業区分は、事業の種類・性質の類似性等を勘案して決定しております。 

２ 各事業区分の主要な製品又は業務 

(1) 化学品事業………有機酸製品、有機酸系誘導品、キノン系製品 

(2) その他の事業……施設の管理運営他 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

化学品事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

合計
(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

10,331 202 10,534 ― 10,534

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 470 470 (470) ―

計 10,331 673 11,005 (470) 10,534

営業利益又は営業損失(△) 316 △1 314 7 322

化学品事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

合計
(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

6,885 79 6,964 ― 6,964

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 48 48 (48) ―

計 6,885 127 7,012 (48) 6,964

営業利益又は営業損失(△) △163 1 △161 6 △155
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  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) 

    在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

   
  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) 

    在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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) 

 
(注) １ 海外売上高は、親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。なお、連結子会社の海外売上高

はありません。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア………………中国、インドネシア 

(2) 欧州…………………ドイツ、イギリス 

(3) 北米…………………アメリカ 

(4) その他の地域………ブラジル 

  

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 海外売上高は、親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。なお、連結子会社の海外売上高

はありません。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア………………中国、マレーシア 

(2) 欧州…………………イタリア、イギリス 

(3) 北米…………………アメリカ 

(4) その他の地域………ブラジル 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,034 279 292 25 1,631

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 10,534

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.8 2.7 2.8 0.2 15.5

アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 858 13 126 9 1,007

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 6,964

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.3 0.2 1.8 0.1 14.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報

（重要な後発事象）
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