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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 88,678 △22.1 1,531 △64.7 7,398 △14.3 5,618 △10.5

21年3月期第3四半期 113,861 ― 4,338 ― 8,637 ― 6,279 ―

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3四半期 36.93 ―

21年3月期第3四半期 41.27 ―

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3四半期 174,379 80,893 43.7 500.77
21年3月期 168,180 75,341 42.1 464.88

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  76,178百万円 21年3月期  70,721百万円

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 ― 6.00 6.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

6.00 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  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 132,900 △12.0 5,000 △13.5 12,100 0.9 8,300 22.9 54.56



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、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 

1.通期の業績につきましては、前回（平成21年10月30日）発表予想を修正しております。詳細につきましては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または平成22年2月1日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
2.業績予想の数値につきましては、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、実際の業績は今後の様々な要因によって
異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 154,317,630株 21年3月期  154,317,630株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,194,544株 21年3月期  2,190,118株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 152,124,155株 21年3月期第3四半期 152,151,277株



  

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心に輸出が増加する等、ようやく持ち直してきて

おりますが、その自律性は乏しく、失業率も未だ高水準にある等、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

化学業界におきましては、中国向け輸出の増加に伴い石油化学製品や電子材料を中心に回復が続いているもの

の、原油価格の上昇に伴い原燃料費用が収益を圧迫する等、厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のもと当社グループにおきましては、「中期経営計画（平成19年度～21年度）」の最終年度を迎

えるに当たり、その重点テーマである「コア事業の強化・拡充」「農医薬・機能性材料・精密有機合成分野の高付

加価値製品の開発促進」に向けた諸施策の完遂に注力する一方、製品の拡販や固定費・経費の削減に積極的に取り

組みましたが、世界的な景気低迷の影響を受け、当累計期間の連結売上高は886億７千８百万円（前年同期比22.1％

減）、営業利益は15億３千１百万円（前年同期比64.7％減）、経常利益は持分法による投資利益の計上等により73

億９千８百万円（前年同期比14.3％減）、四半期純利益は56億１千８百万円（前年同期比10.5％減）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。 

  

［化学品事業］ 

世界的な景気低迷の影響に加え、飼料添加物メチオニンの海外市況の下落やＰＣＢ無害化処理における処理施設

売上の減少等により、当累計期間の売上高は481億６千５百万円（前年同期比21.0％減）となりました。 

  

［農業化学品事業］ 

新規芝用除草剤「コンクルード」を販売開始したものの、殺虫剤「モスピラン」や殺ダニ剤「ニッソラン」等の

輸出向けが天候不順等により減少し、当累計期間の売上高は219億６千６百万円（前年同期比12.4％減）となりまし

た。 

  

［その他事業］ 

景気低迷の影響を受け、「運輸・倉庫部門」、「建設部門」及び「非鉄金属他部門」の何れにおきましても減収

となり、当累計期間の売上高は185億４千６百万円（前年同期比33.3％減）となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の資産は、受取手形及び売掛金が47億４千４百万円減少したものの、持分法適用会

社の業績が堅調に推移し投資有価証券が54億２千９百万円増加したこと等により、資産合計では前連結会計年度末

に比べ61億９千９百万円増加し、1,743億７千９百万円となりました。 

 負債につきましては、借入金が28億７千５百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が33億４千５百万円増加

したこと等により、負債合計では前連結会計年度末に比べ６億４千７百万円増加し、934億８千６百万円となりまし

た。 

 なお、純資産は808億９千３百万円となり、自己資本比率は43.7％と前連結会計年度末に比べ1.6ポイント増加い

たしました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は102億９百万円（前年同期比9.4％減）となりました。これは主として、税金等調

整前四半期純利益68億１千１百万円や売上債権の回収47億７千９百万円等によるものであり、持分法による投資利

益については59億９千４百万円を取り込み、配当金20億６千３百万円を入金しております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は52億８千７百万円（前年同期比20.4％増）となりました。これは主として、有形

固定資産の取得による支出47億２千６百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は43億６百万円（前年同期は22億６百万円の増加）となりました。これは主とし

て、借入金の減少28億７千５百万円や配当金の支払い９億８百万円などによるものであります。 

（現金及び現金同等物の四半期末残高） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は181億１千６百万円となり、前連結会計年度末

と比較して５億９千５百万円の増加となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

- 1 -



  

  

通期の業績に関しましては、前回発表予想（平成21年10月30日）を以下の通りに修正いたしております。 

＜連結＞ 

＜修正の理由＞ 

平成22年３月期通期の業績につきましては、飼料添加物メチオニンの海外市況が足元で堅調に推移していること

や、固定費・経費の削減を積極的に推進していること等に加え、持分法適用会社の業績が前回想定より増収となる

見通しとなったこと等により、前回発表を上回る見込みであります。 

  

  該当事項はありません。   

  

 ①簡便な会計処理 

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

 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３四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。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株あたり当期

純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円銭 

前回発表（Ａ） 131,000 3,600 9,100 6,400 42.07 

今回発表（Ｂ） 132,900 5,000 12,100 8,300 54.56 

増減（Ｂ－Ａ） 1,900 1,400 3,000 1,900 ― 

増減率（％） 1.5 38.9 33.0 29.7 ― 

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 18,132 17,543

受取手形及び売掛金 36,062 40,807

たな卸資産 27,683 24,565

繰延税金資産 1,159 1,648

その他 3,447 2,601

貸倒引当金 △20 △247

流動資産合計 86,464 86,917

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,709 16,530

機械装置及び運搬具（純額） 13,975 13,611

工具、器具及び備品（純額） 1,634 1,529

土地 14,785 14,766

リース資産（純額） 794 862

建設仮勘定 940 204

有形固定資産合計 48,840 47,503

無形固定資産   

その他 1,137 1,281

無形固定資産合計 1,137 1,281

投資その他の資産   

投資有価証券 31,903 26,473

長期前払費用 543 575

繰延税金資産 1,539 1,527

その他 4,029 3,973

貸倒引当金 △77 △72

投資その他の資産合計 37,937 32,476

固定資産合計 87,915 81,262

資産合計 174,379 168,180
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 24,454 21,109

短期借入金 36,939 40,111

未払法人税等 26 750

賞与引当金 1,182 2,325

その他の引当金 272 －

その他 7,567 5,848

流動負債合計 70,442 70,144

固定負債   

長期借入金 16,093 15,796

繰延税金負債 1,195 609

退職給付引当金 2,337 2,700

役員退職慰労引当金 458 516

その他の引当金 185 －

その他 2,773 3,070

固定負債合計 23,043 22,693

負債合計 93,486 92,838

純資産の部   

株主資本   

資本金 29,166 29,166

資本剰余金 26,094 26,094

利益剰余金 21,747 17,042

自己株式 △588 △586

株主資本合計 76,420 71,716

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,192 615

繰延ヘッジ損益 △94 △121

為替換算調整勘定 △1,340 △1,489

評価・換算差額等合計 △241 △995

少数株主持分 4,715 4,619

純資産合計 80,893 75,341

負債純資産合計 174,379 168,180
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 113,861 88,678

売上原価 90,313 69,469

売上総利益 23,547 19,208

販売費及び一般管理費 19,209 17,677

営業利益 4,338 1,531

営業外収益   

受取利息 34 13

受取配当金 383 275

受取賃貸料 402 359

持分法による投資利益 4,789 5,994

その他 567 682

営業外収益合計 6,176 7,324

営業外費用   

支払利息 672 626

不動産賃貸原価 269 218

その他 936 613

営業外費用合計 1,877 1,458

経常利益 8,637 7,398

特別利益   

受取補償金 474 －

投資有価証券売却益 20 －

その他 7 4

特別利益合計 502 4

特別損失   

固定資産廃棄損 117 397

投資有価証券評価損 － 148

その他 29 45

特別損失合計 146 591

税金等調整前四半期純利益 8,993 6,811

法人税、住民税及び事業税 983 455

法人税等調整額 1,709 619

法人税等合計 2,693 1,074

少数株主利益 21 118

四半期純利益 6,279 5,618
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 8,993 6,811

減価償却費 5,664 4,685

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,264 △1,142

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38 △363

受取利息及び受取配当金 △418 △288

支払利息 672 626

持分法による投資損益（△は益） △4,789 △5,994

売上債権の増減額（△は増加） 4,962 4,779

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,395 △3,099

仕入債務の増減額（△は減少） 1,913 3,293

その他 850 500

小計 12,151 9,808

利息及び配当金の受取額 796 2,352

利息の支払額 △667 △644

法人税等の支払額 △1,016 △1,306

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,263 10,209

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 △4,002 △4,726

無形固定資産の取得による支出 △81 △55

その他 △308 △504

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,392 △5,287

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） 1,770 △2,300

長期借入れによる収入 8,800 6,000

長期借入金の返済による支出 △6,902 △6,575

配当金の支払額 △912 △908

その他 △549 △523

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,206 △4,306

現金及び現金同等物に係る換算差額 △152 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,924 595

現金及び現金同等物の期首残高 9,326 17,521

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,251 18,116

- 4 -



 該当事項はありません。 

  

  前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計の金額に占める割合の90％超であるため、所在地別

 セグメント情報の記載を省略しております。  

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（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） 

農業化学品
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  60,985  25,070  27,805  113,861  －  113,861

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 27  270  4,593  4,890 (4,890)  －

計  61,012  25,340  32,398  118,752 (4,890)  113,861

営業利益  4,083  519  331  4,933 (595)  4,338

  
化学品事業 
（百万円） 

農業化学品
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  48,165  21,966  18,546  88,678  －  88,678

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 36  229  5,681  5,947 (5,947)  －

計  48,201  22,195  24,228  94,625 (5,947)  88,678

営業利益（又は営業損失）  2,432  △622  102  1,913 (381)  1,531

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア地域 欧州地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  13,798  6,251  4,738  4,245  29,033

Ⅱ 連結売上高（百万円）                      113,861

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 12.1  5.5  4.2  3.7  25.5

  アジア地域 欧州地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  11,460  5,423  3,305  3,063  23,252

Ⅱ 連結売上高（百万円）                      88,678

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 12.9  6.1  3.7  3.5  26.2
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 該当事項はありません。 

  

  

（６）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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