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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 41,860 △14.5 2,554 52.4 2,853 51.9 1,423 28.0
21年3月期第3四半期 48,948 ― 1,675 ― 1,878 ― 1,112 ―

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 70.70 ―
21年3月期第3四半期 55.25 ―

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3四半期 64,255 36,577 55.2 1,761.41
21年3月期 58,531 35,237 58.3 1,695.62

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  35,472百万円 21年3月期  34,148百万円

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 ― 12.50 ― 10.00 22.50
22年3月期 ― 12.00 ―
22年3月期 
（予想）

12.00 24.00

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 56,500 △5.8 2,650 137.2 2,900 124.5 1,350 105.4 67.03
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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）  有  

(注)詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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） 

(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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。 

新規 1社 （社名 荒川ケミカル（タイランド）社 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3四半期 20,150,400株 21年3月期 20,150,400株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 11,474株 21年3月期 11,138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 20,139,082株 21年3月期第3四半期 20,139,406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 

（１）当第３四半期連結累計期間の業績全般の概況 

当第３四半期連結累計期間の国内経済は、国内外での政策効果に支えられ、新興国向けの輸出と生産の持ち直

しがみられたものの、その回復力は弱く、内需型産業を中心に企業収益の低水準が続くなど、依然として厳しい

状況で推移しました。 

また、米国および欧州経済においても、政策効果による持ち直しがみられましたが、信用収縮や雇用の悪化な

どを背景に引き続き深刻な状況にありました。一方、中国を中心としたアジア主要国においては、各国の景気対

策により回復基調にありました。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、新製品の開発ならびに既存製品の新規用途開発による

高付加価値化を推進するとともに、主力製品のシェア拡大、生産プロセスの合理化や全社的な経費削減など一層

のコスト削減による業績の回復に努めてまいりました。また、水系樹脂、超淡色ロジンなどの環境に配慮した製

品の拡販、光硬化型樹脂、電子材料用配合製品、精密部品洗浄剤や機能性ファインケミカル製品などの電子材料

関連分野での販売を強化し、さらに有機・無機ハイブリッド樹脂、はんだ関連製品の拡大を推進してまいりまし

た。海外におきましては、製品の拡販、中国を中心としたアジア地域の市場開拓を進めてまいりました。しかし

ながら、国内外での需要の低迷が続き、当社グループにおける販売も低調に推移しました。利益面ではコスト削

減や高付加価値製品の拡販などにより収益性が改善いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は４１８億６０百万円(前年同期比１４.５％減)、 営業利益は

２５億５４百万円(同５２.４％増)、経常利益は２８億５３百万円(同５１.９％増)、 四半期純利益は１４億２３

百万円(同２８.０％増)となりました。 

 

（２）事業の種類別セグメントの状況 

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。 

 

＜製紙用薬品事業＞ 

国内製紙業界は、景気低迷による大幅な需要の減少や塗工紙などの安価な輸入紙の流通拡大などにより、生産

調整が継続されるなど、極めて低調に推移しました。また、中国製紙業界においては、紙の生産は内需を中心に

回復しましたが、輸出向け梱包材の減少などが影響し、紙力増強剤の需要は低調に推移しました。このような環

境のもと、当事業におきましては、国内外での大幅な需要の減少により、売上が低調に推移し、大幅な減収とな

りました。利益面ではコスト削減などを進め、増益となりました。 

その結果、売上高は１２８億６０百万円(前年同期比２０.４％減)、営業利益は８億５９百万円(同９６.７％

増)となりました。 

 

＜工業用樹脂事業＞ 

国内の印刷インキ、塗料および粘着・接着剤業界は、昨年から続く大幅な需要の減少が影響し、極めて低調に

推移しました。このような環境のもと、当事業におきましては、印刷インキ・塗料用樹脂、粘着・接着剤用樹脂

および機能性ファインケミカル製品などの売上が大幅に減少し、海外子会社の売上も低調に推移しました。一方、

光硬化型樹脂や電子材料用配合製品の導電性材料は用途の拡大や電子工業業界の一部での需要回復などにより、

売上が増加しました。全体では、国内外での需要の減少により、売上が低調に推移し、減収となりました。利益

面ではコスト削減や高付加価値製品の拡販などを進め、増益となりました。 

その結果、売上高は２８６億９０百万円(前年同期比１１.０％減)、営業利益は１６億９１百万円(同４２.３％

増)となりました。 
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＜その他事業＞ 

洗浄機械の売上が減少し、大幅な減収減益となりました。 

その結果、売上高は３億９百万円（前年同期比４４.９％減）、営業利益は３百万円（同９３.４％減）となり

ました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

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は、前連結会計年度末に比べ７億１８百万円減少し、

６０億９４百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、３２億９２百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期

純利益（２４億２７百万円）、仕入債務の増加（４０億２１百万円）および減価償却費（１５億５７百万円）な

どにより資金が増加した一方、売上の回復による売上債権の増加（６１億７４百万円）などにより資金が減少し

た結果であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１４億１百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による

支出（１３億２６百万円）が主なものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少（１８億６７百万円）や配当金の支払（４億４３

百万円）などにより、２５億９９百万円の減少となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、第４四半期以降で、当社グループの主原料であるロジン価格の急騰に加え、

経費の増加を見込んでおり、収益を大きく圧迫することが予想されるため、平成２１年１０月２９日に公表しま

した業績予想を修正しておりません。今後、業績予想の修正が必要となった場合は、速やかに発表いたします。 
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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) 

新規 １社 荒川ケミカル（タイランド）社 

当第１四半期連結会計期間末まで、当社の持分法適用関連会社であった荒川ケミカル（タイランド）

社について、タイ国三井物産株式会社の株式持分４０％を平成２１年８月に取得しました。これに伴い、

当第２四半期連結会計期間より荒川ケミカル（タイランド）社は当社の連結子会社となりました。 

   

（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 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第３四半期連結会計期間末の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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２．棚卸資産の評価方法 

当第３四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 

実施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。 

また、棚卸資産の簿価切下げは、簿価が正味売却価額を明らかに下回るものについてのみ実施してお 

ります。 

３．原価差異の繰延処理方法 

連続プラントにおいて、定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原 

価が年間を基礎に設定されており、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動

資産（その他）として繰り延べております。 

４．法人税等並びに繰延税金資産およ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。また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。 
 

（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 6,205 6,928

受取手形及び売掛金 24,109 17,906

商品及び製品 5,135 5,570

仕掛品 556 495

原材料及び貯蔵品 4,261 4,608

繰延税金資産 456 451

その他 843 709

貸倒引当金 △112 △107

流動資産合計 41,455 36,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,270 6,465

機械装置及び運搬具（純額） 4,092 4,644

土地 5,269 5,270

建設仮勘定 2,092 612

その他（純額） 613 692

有形固定資産合計 18,338 17,686

無形固定資産 405 460

投資その他の資産   

投資有価証券 3,379 2,935

繰延税金資産 181 396

その他 515 497

貸倒引当金 △21 △8

投資その他の資産合計 4,054 3,821

固定資産合計 22,799 21,968

資産合計 64,255 58,531
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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 12,000 7,964

短期借入金 6,139 7,658

未払法人税等 763 75

賞与引当金 610 －

役員賞与引当金 30 25

修繕引当金 － 91

設備関係支払手形 142 83

その他 3,814 2,639

流動負債合計 23,501 18,539

固定負債   

長期借入金 1,871 2,489

修繕引当金 28 －

退職給付引当金 2,078 2,039

その他 197 226

固定負債合計 4,176 4,755

負債合計 27,677 23,294

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,128 3,128

資本剰余金 3,350 3,350

利益剰余金 29,102 28,121

自己株式 △10 △10

株主資本合計 35,569 34,589

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 456 72

為替換算調整勘定 △553 △513

評価・換算差額等合計 △96 △440

少数株主持分 1,104 1,088

純資産合計 36,577 35,237

負債純資産合計 64,255 58,531
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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 48,948 41,860

売上原価 39,350 31,603

売上総利益 9,598 10,256

販売費及び一般管理費 7,922 7,702

営業利益 1,675 2,554

営業外収益   

受取利息 11 6

受取配当金 98 76

受取技術料 95 78

持分法による投資利益 74 55

その他 160 233

営業外収益合計 440 450

営業外費用   

支払利息 150 130

その他 86 20

営業外費用合計 237 151

経常利益 1,878 2,853

特別利益   

固定資産売却益 282 0

投資有価証券売却益 5 －

特別利益合計 287 0

特別損失   

固定資産除売却損 37 63

減損損失 － 360

固定資産評価損 7 1

投資有価証券評価損 214 0

特別損失合計 259 425

税金等調整前四半期純利益 1,907 2,427

法人税、住民税及び事業税 500 965

法人税等調整額 272 △41

法人税等合計 772 924

少数株主利益 22 80

四半期純利益 1,112 1,423
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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 1,907 2,427

減価償却費 1,614 1,557

減損損失 － 360

のれん償却額 108 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 4

賞与引当金の増減額（△は減少） － 609

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42 38

投資有価証券評価損益（△は益） 214 0

投資有価証券売却損益（△は益） △5 －

固定資産除売却損益（△は益） △244 62

受取利息及び受取配当金 △110 △82

支払利息 150 130

持分法による投資損益（△は益） △74 △55

売上債権の増減額（△は増加） △2,230 △6,174

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,454 798

仕入債務の増減額（△は減少） 1,583 4,021

その他 △485 △158

小計 1,002 3,563

利息及び配当金の受取額 150 129

利息の支払額 △150 △131

法人税等の支払額 △1,147 △268

営業活動によるキャッシュ・フロー △145 3,292

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △48 4

有形固定資産の取得による支出 △1,085 △1,310

有形固定資産の売却による収入 369 7

投資有価証券の取得による支出 △66 △15

投資有価証券の売却による収入 11 －

無形固定資産の取得による支出 △16 △15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 46

子会社出資金の取得による支出 △173 △122

投資その他の資産の増減額（△は増加） △7 3

その他 △232 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,249 △1,401

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） 1,843 △1,867

長期借入金の返済による支出 △295 △288

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △513 △443

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,033 △2,599

現金及び現金同等物に係る換算差額 △62 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423 △718

現金及び現金同等物の期首残高 3,911 6,812

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,487 6,094
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（4）継続企業の前提に関する注記

　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）

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）

製紙用薬品
（百万円）

工業用樹脂
（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 16,161 32,225 561 48,948 (－) 48,948

営　業　利　益 436 1,188 49 1,675 (－) 1,675

（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業は、製品の系列、製造方法・製造過程、市場及び販売方法の類似性を考慮して区分してお

　　　　ります。

　　　２．各事業の主な品目

　　製紙用薬品事業…サイズ剤、紙力増強剤、塗工紙用薬品等

　　工業用樹脂事業…印刷インキ・塗料用樹脂、合成ゴム重合用乳化剤、粘着･接着剤用樹脂、電子

　　　　　　　　　　材料用樹脂、精密部品洗浄剤等

　　その他事業………不動産仲介、駐車場管理、損害保険、生命保険、機器リース、機器販売等

　　　３．棚卸資産の評価に関する会計基準
　　　　　「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、
　　　　当第１四半期連結会計期間より、棚卸資産の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。

　　　　　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　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）

製紙用薬品
（百万円）

工業用樹脂
（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 12,860 28,690 309 41,860 (－) 41,860

営　業　利　益 859 1,691 3 2,554 (－) 2,554

（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業は、製品の系列、製造方法・製造過程、市場及び販売方法の類似性を考慮して区分してお

　　　　ります。

　　　２．各事業の主な品目

　　製紙用薬品事業…サイズ剤、紙力増強剤、塗工紙用薬品等

　　工業用樹脂事業…印刷インキ・塗料用樹脂、合成ゴム重合用乳化剤、粘着･接着剤用樹脂、電子

　　　　　　　　　　材料用樹脂、精密部品洗浄剤等

　　その他事業………不動産仲介、駐車場管理、損害保険、生命保険、機器リース、機器販売等
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【所在地別セグメント情報】

　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）

日　本
（百万円）

ア ジ ア
（百万円）

米　国
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連　結
（百万円）

売    上    高 46,331 7,034 540 53,906 (4,957) 48,948

営　業　利　益 1,438 206 31 1,675 － 1,675

（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．アジアの区分に属する主な国又は地域は、台湾と中国であります。

　　　３．棚卸資産の評価に関する会計基準
　　　　　「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、
　　　　当第１四半期連結会計期間より、棚卸資産の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。
　　　　　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　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）

日　本
（百万円）

ア ジ ア
（百万円）

米　国
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連　結
（百万円）

売    上    高 38,754 5,615 489 44,859 (2,998) 41,860

営　業　利　益 2,197 334 22 2,554 － 2,554

（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．アジアの区分に属する主な国又は地域は、台湾と中国であります。
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【海外売上高】

　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）

ア ジ ア
南 北
ア メ リ カ

ヨーロッパ そ の 他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,070 518 231 454 8,275

Ⅱ 連結売上高（百万円） 48,948

Ⅲ
連 結 売 上 高 に 占 め る
海 外 売 上 高 の 割 合 (%)

14.4 1.1 0.5 0.9 16.9

（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

　　アジア………… 台湾、中国、韓国、香港、シンガポール、インドネシア、マレーシア

　　南北アメリカ… 米国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル
　　ヨーロッパ…… ドイツ、フランス、オランダ、デンマーク、イタリア、イギリス
　　その他………… オーストラリア、ニュージーランド

　　　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。

　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）

ア ジ ア
南 北
ア メ リ カ

ヨーロッパ そ の 他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,583 472 150 258 7,465

Ⅱ 連結売上高（百万円） 41,860

Ⅲ
連 結 売 上 高 に 占 め る
海 外 売 上 高 の 割 合 (%)

15.7 1.1 0.4 0.6 17.8

（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

　　アジア………… 台湾、中国、韓国、香港、シンガポール、インドネシア、マレーシア

　　南北アメリカ… 米国、カナダ、ブラジル

　　ヨーロッパ…… ドイツ、デンマーク、イギリス、スペイン

　　その他………… オーストラリア

　　　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。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　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）
該当事項はありません。
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