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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 17,739 △21.7 △142 ― △238 ― △248 ―

21年3月期第2四半期 22,663 ― 2,739 ― 2,576 ― 1,395 ―

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 △4.32 ―

21年3月期第2四半期 24.25 ―

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 55,833 17,281 29.9 289.75
21年3月期 56,437 17,222 29.5 289.53

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  16,669百万円 21年3月期  16,657百万円

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 6.00

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 37,000 △7.6 1,200 △39.0 1,100 △23.9 500 186.8 8.69
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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 

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、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なりま
す。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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 57,546,050株 21年3月期  57,546,050株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  14,042株 21年3月期  13,955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 57,532,028株 21年3月期第2四半期 57,532,834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におけるわが国経済は、在庫調整が進展し輸出や生産の一部に持ち直
しの動きが見られたものの、企業収益の低下により設備投資は引き続き減少しているほか、雇用情
勢の一段の悪化から個人消費の低迷が続くなど、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

化学工業におきましても、中国を中心としたアジア地域の需要が回復しつつある一方、円高の進
行や原油価格上昇に伴う原燃料費用が収益を圧迫するなど、引き続き厳しい状況にありました。 

このようななか、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、基礎化学品事業部門が、
販売数量の減少により減収となったことに加え、精密化学品事業部門のうちフッ素系製品が、販売
数量の減少と販売価格の低下により減収となったため、177 億 39 百万円と前年同期に比べ 49 億 24
百万円、21.7%の減少となりました。損益につきましても、経常損失 2億 38 百万円、四半期純損失 2
億 48 百万円となり、それぞれ前年同期を下回りました（前年同期は、経常利益 25 億 76 百万円、四
半期純利益 13 億 95 百万円）。 

 

事業の種類別セグメント別の概況は、次のとおりであります。 
 

①基礎化学品事業部門 
(無機製品) 
か性ソーダは、前年の価格修正の効果により、前年同期に比べ増収となりました。塩酸は、販売

数量は増加したものの販売価格の低下により、前年同期に比べ減収となりました。 
(有機製品) 
トリクロールエチレンおよびパークロールエチレンは、販売数量の増加により、前年同期に比べ

増収となりました。その他有機製品については、シクロヘキサンおよびシクロヘキサノンは、販売
数量の減少と販売価格の低下により、前年同期に比べ減収となりました。 

以上の結果、基礎化学品事業部門の売上高は、48 億 82 百万円と前年同期に比べ 4 億 36 百万円、
8.2％の減少となりました。営業損益につきましては、前年の価格修正の効果もあり、営業利益 2億
06 百万円となりました（前年同期は営業損失 1億 61 百万円）。 

 

②精密化学品事業部門 
(鉄系製品) 
キャリヤーは、販売数量の減少により、前年同期に比べ減収となりました。鉄酸化物は、道路用

建材、着色剤、仮焼品が減少したため、前年同期に比べ減収となりました。 
(フッ素系製品) 
半導体・液晶用特殊ガス類については、三フッ化窒素、六フッ化タングステン、ヘキサフルオロ

-1,3-ブタジエン、六フッ化硫黄は、市況の悪化に伴い、前年同期に比べそれぞれ減収となりました。
一方、電池材料の六フッ化リン酸リチウムおよび電池の添加剤のフルオロエチレンカーボネートは、
積極的な営業活動とリチウムイオン２次電池の需要に支えられ販売数量が増加し、前年同期に比べ
増収となりました。 

以上の結果、精密化学品事業部門の売上高は、112 億 81 百万円となり、前年同期に比べ 39 億 91
百万円、26.1％の減少となりました。営業損益につきましては、営業損失 5億 14 百万円となりまし
た（前年同期は営業利益 24 億 45 百万円）。 

 
③化学設備関連事業部門 
化学設備プラント建設は、前年同期に比べ減収となりました。 
以上の結果、化学設備関連事業部門の売上高は、13 億 95 百万円となり、前年同期に比べ 4 億 14

百万円、22.9％の減少となりました。営業損益につきましては、営業利益 18 百万円となり、前年同
期に比べ 3億 44 百万円、95.0％の減少となりました。 

 
④その他事業部門 

一般産業用プラント建設は、前年同期に比べ減収となりました。 
以上の結果、その他事業部門の売上高は、1億 80 百万円となり、前年同期に比べ 81 百万円、31.2％

の減少となりました。営業損益につきましては、営業損失 4 百万円となりました（前年同期は営業
利益 31 百万円）。 
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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の総資産は、前連結会計年度末に比べ 6 億 03 百万円減少し、558 億
33 百万円となりました。有価証券、受取手形及び売掛金が増加した一方、たな卸資産、有形固定資
産が減少いたしました。株主資本は四半期純損失が 2 億 48 百万円でありましたが、評価・換算差額
等合計が3億76百万円増加し、自己資本比率は前連結会計年度末の29.5％から29.9％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の業績は当初予想を上回っておりますが、第３四半期以降は原燃料価格
の上昇など厳しい事業環境が見込まれることから、通期連結業績予想に変更はありません。 

なお、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、
実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なります。 

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 

税金費用については、当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。但し、
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場合には、法定実効
税率を使用する方法によって計算しております。  

  
(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 

① 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、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表示方法の変更 

四半期連結貸借対照表 
前第２四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表において、流動資産の「その他」に含

めていた「有価証券」は、その金額が資産総額の 100 分の１を超えたため、当第２四半期連結
会計期間末から流動資産の「有価証券」として区分掲記することといたしました。 

なお、前第２四半期連結会計期間末の「有価証券」は、499 百万円であります。 
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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 4,980 5,648 

受取手形及び売掛金 9,859 7,517 

有価証券 2,499 － 

商品及び製品 1,931 3,342 

仕掛品 2,123 3,191 

原材料及び貯蔵品 1,599 1,833 

その他 1,508 2,273 

貸倒引当金 △23 △26 

流動資産合計 24,478 23,780 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,357 6,965 

機械装置及び運搬具（純額） 10,762 10,576 

その他（純額） 6,160 8,278 

有形固定資産合計 24,279 25,819 

無形固定資産 607 643 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,545 3,980 

その他 1,933 2,225 

貸倒引当金 △12 △12 

投資その他の資産合計 6,467 6,193 

固定資産合計 31,355 32,657 

資産合計 55,833 56,437 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,980 6,437 

短期借入金 8,482 9,242 

1年内返済予定の長期借入金 4,814 4,616 

未払法人税等 122 248 

その他 2,381 3,073 

流動負債合計 19,782 23,618 

固定負債   

長期借入金 15,688 12,507 

退職給付引当金 1,930 1,962 

役員退職慰労引当金 73 108 

その他 1,076 1,018 

固定負債合計 18,769 15,596 

負債合計 38,551 39,215 
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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 2,877 2,877 

資本剰余金 1,614 1,614 

利益剰余金 12,186 12,550 

自己株式 △6 △6 

株主資本合計 16,671 17,035 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 425 100 

為替換算調整勘定 △427 △479 

評価・換算差額等合計 △1 △378 

少数株主持分 612 564 

純資産合計 17,281 17,222 

負債純資産合計 55,833 56,437 
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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 22,663 17,739 

売上原価 16,595 14,818 

売上総利益 6,068 2,921 

販売費及び一般管理費 3,329 3,063 

営業利益又は営業損失（△） 2,739 △142 

営業外収益   

受取利息 7 4 

受取配当金 69 64 

保険返戻金 － 50 

その他 88 115 

営業外収益合計 165 236 

営業外費用   

支払利息 244 257 

その他 83 75 

営業外費用合計 327 332 

経常利益又は経常損失（△） 2,576 △238 

特別損失   

固定資産除却損 87 52 

特別損失合計 87 52 

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（△）

2,489 △290 

法人税等 910 △92 

少数株主利益 183 50 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,395 △248 
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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） 

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 事業区分の方法 

当社グループの採用する利益センターによって区分しております。 

２ 事業区分の主要製品 

基礎化学品事業……か性ソーダ、塩酸などの無機製品、トリクロールエチレン、シクロヘキサンなどの有

機製品 

精密化学品事業……三フッ化窒素などのフッ素系製品ならびにキャリヤーなどの鉄系化学関連製品 

化学設備関連事業…化学工業用設備の製作 

その他事業…………一般産業用設備の製作等 

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） 

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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連

結累計期間の営業利益は精密化学品事業で13百万円減少し、営業損失は基礎化学品事業で62百万円増加

しております。 

（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〕

  
基礎化学
品事業 

（百万円） 

精密化学
品事業 

（百万円） 

化学設備
関連事業 

（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  5,318  15,272  1,810  262  22,663  －  22,663

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  1,049  47  1,097 (1,097)  －

計  5,318  15,272  2,859  309  23,760 (1,097)  22,663

営業利益又は営業損失（△）  △161  2,445  362  31  2,677  61  2,739

  
基礎化学
品事業 

（百万円） 

精密化学
品事業 

（百万円） 

化学設備
関連事業 

（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  4,882  11,281  1,395  180  17,739  －  17,739

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  326  49  376 (376)  －

計  4,882  11,281  1,722  229  18,115 (376)  17,739

営業利益又は営業損失（△）  206  △514  18  △4  △294  152  △142
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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） 

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア………韓国、台湾 

  

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） 

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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連

結累計期間の営業利益が日本で75百万円減少しております。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（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  17,319  5,343  22,663  －  22,663

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4,993  34  5,028 (5,028)  －

計  22,313  5,378  27,692 (5,028)  22,663

営業利益  2,406  261  2,668  70  2,739

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（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  14,549   3,189  17,739  －  17,739

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,971  28  2,999 (2,999)  －

計  17,520  3,218  20,739 (2,999)  17,739

営業利益又は営業損失（△）  △460  107  △352  210  △142
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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） 

 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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

（１）アジア：韓国、台湾、中国 

（２）欧米：米国、スペイン 

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。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 欧米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,428  780  9,209

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  22,663

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 37.2  3.4  40.6

  アジア 欧米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,023  415  6,439

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  17,739

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 34.0  2.3  36.3

（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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