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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 26,687 △32.4 427 △52.9 254 △74.6 129 △74.9

21年3月期第3四半期 39,495 ― 906 ― 1,001 ― 514 ―

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 1.23 ―

21年3月期第3四半期 4.89 ―

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 38,516 12,024 31.1 113.89
21年3月期 38,095 12,082 31.6 114.48

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  11,969百万円 21年3月期  12,031百万円

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 ― 2.00 2.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

2.00 2.00

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 36,800 △24.4 1,140 65.9 840 △0.2 400 15.3 3.81



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） 

（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。 

(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．平成21年５月13日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想の具体的修正内容は、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3四半期 105,115,800株 21年3月期  105,115,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  24,486株 21年3月期  23,094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 105,092,289株 21年3月期第3四半期 105,093,770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３四半期連結累計期間における日本経済は、最悪期を脱して以降、持ち直しの動きが続いておりますが、力

  強さとスピードに欠け、先行きの見極めが難しい状況にあります。

    即ち、自動車、電機、半導体等の業種を中心に逐次回復傾向が見られる中、その影響が関連素材産業等にも波及

  しつつありますが、未だ業種間、企業間、地域間でバラツキがあり、また一方で、厳しい家計状況や雇用情勢に伴

  う個人消費の低迷等による全般的な需要の減少や低調な企業の設備投資動向、更には原燃材料価格の高止まり傾向

  等、注視すべき要素を多々抱えております。

    このような状況の下、当社グループは、２年目に入った新中期経営計画「NKC-Plan2010」のアクションプログラ

  ムに沿った活動を継続するとともに、マーケットの動向変化を的確に把握し、更なるコストダウン、生産効率のア

  ップ、販売数量の確保等、業績の改善に一層注力いたしました。

    こうした中で、当社グループの業績は、第１四半期の赤字状態から第２四半期には黒字転換し、第３四半期以降

  については全般的な回復基調を想定しておりましたが、機能化学品事業は概ね堅調さを維持し、化成品事業も底堅

  く推移する一方、無機化学品事業が当初想定した回復過程を辿らなかったこと等もあり、当第３四半期の売上高、

  収益は、ともに緩やかな伸びに止まりました。

  　以上のような状況推移の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は26,687百万円（前年同期比

  32.4%減）となりました。損益につきましては、営業利益は427百万円（前年同期比52.9%減）、経常利益は254百万

  円（前年同期比74.6%減）、四半期純利益は129百万円（前年同期比74.9%減）となりました。

    セグメント別の業績は、次のとおりです。

（無機化学品事業）

    液安、硝酸等のアンモニア系製品は主要顧客向け需要の減少により、また、ゴム用カーボンブラックは自動車タ

  イヤ需要の低迷により、いずれも販売数量、売上高が減少しました。合成石英粉は、半導体関連分野は徐々に回復

  していると言われておりますが、当社製品の需要への波及に至るまでにはタイムラグがあること等により販売数

  量、売上高とも減少しました。ディーゼル車脱硝用高品位尿素水（アドブルー）は、尿素ＳＣＲシステム搭載車走

  行車両数が増加したことにより販売数量、売上高とも増加しました。

    その結果、売上高は11,671百万円（前年同期比42.2％減）となりました。

（機能化学品・化成品事業）

    タイク（ゴム、プラスチック架橋助剤）・タイク誘導品は、太陽電池封止材、自動車及び電線向け需要の回復に

  より、販売数量は微減となったものの売上高は概ね前年同期並みとなりました。脂肪酸アマイドは、感熱紙及び農

  業用ビニル向け需要の減少により売上高が減少しました。電子工業用高純度薬品は、半導体向け需要の回復は予想

  よりも遅く、一方、液晶パネル市場は急激に回復したものの同市場向け資材の市場は競争が激化し、販売数量、販

  売価格とも下回りました。電子部品用特殊感光剤は中国市場の好調に伴う需要の回復により、また、アクリレート

  は関連需要の回復により、いずれも販売数量、売上高とも増加しました。

    メタノールは、需要の減少及び市況下落に伴う販売価格の低下により売上高が減少しました。ホルマリン及び木

  材加工用接着剤は、主要顧客の合板メーカーが減産を継続していることから販売数量、売上高とも減少しました。

    その結果、売上高は10,286百万円（前年同期比28.9％減）となりました。

（エンジニアリング事業）

    企業の設備投資抑制に伴い一般プラント工事が減少する中、大型工事の検収があったこと等により売上高は

  2,579百万円（前年同期比26.7％増）となりました。

（その他事業）

    貨物運送・荷役事業は輸送量等の減少により、また、産業廃棄物処理関連業は処理量の減少により、いずれも売

  上高が減少しました。

    その結果、セグメントの売上高は2,151百万円（前年同期比23.3％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総資産の残高は、前連結会計年度末に比し421百万円増加し、38,516百万

　円となりました。これは、主に現金及び預金並びに売上債権等の増加が、有形固定資産及び無形固定資産等の減

　少を上回ったことによるものであります。

　　当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比し479百万円増加し、26,492百万円

　となりました。これは、長期借入金及び流動負債のその他等の増加が仕入債務等の減少を上回ったことによるもの

　であります。

　　当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比し58百万円減少し、12,024百万円

　となりました。これは、主に支払配当金による減少が四半期純利益等の増加を上回ったことによるものでありま

　す。

　　この結果、自己資本比率は31.1％、１株当たり純資産は113円89銭となりました。

　

 (連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報)

    当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、減価償却費及びその他流動

　負債の増加等による収入が、売上債権の増加及び有形固定資産の取得による支出等で使用した支出を上回り、その

　結果、資金残高は前連結会計年度末より488百万円増加(44.6％増)し、1,583百万円(前年同四半期比592百万円増)

　となりました。

　  営業活動の結果得られた資金は、1,439百万円(前年同四半期比1,141百万円の収入増)となりました。これは、主

　に減価償却費及びその他の流動負債の増加等による収入が、売上債権の増加及び仕入債務の減少等による支出を上

　回ったことによるものであります。

    投資活動の結果使用した資金は、1,284百万円(前年同四半期比938百万円の支出減)となりました。これは、主に

　有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

　　財務活動の結果得られた資金は、336百万円(前年同四半期比1,876百万円の収入減)となりました。これは、主に

　長期借入れによる収入が長期借入金の返済及び配当金の支払いによる支出等を上回ったことによるものでありま

　す。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　  世界景気に改善傾向が見られる中、日本経済についても持ち直しの動きが継続してはおりますが、未だ力強さと

  スピードに欠けることから、今後、どのような回復軌道を辿り得るのかについては見通し難い状況にあります。

    このような状況下、当社グループの業績は、前述の通り、第１四半期の赤字状態から第２四半期には黒字転換す

  る中で、第３四半期以降は全般的な回復基調を想定しておりましたが、当第３四半期の業績の伸びは当初想定した

  ものより緩やかなものとなりました。

    こうした中で、平成22年３月期（第96期）通期業績を見通しますと、第４四半期につきましては、当社が対象と

  するマーケットの状況等から第３四半期を上回る持ち直し傾向を予測してはおりますが、第３四半期、第４四半期

  を通した全体では当初想定した水準を見込めない状況にあります。

    当社グループは、今後ともグループを挙げて業績回復に向け更なる実効を挙げ得るよう努力を傾注して参ります

  が、以上のような情勢認識から、平成22年３月期の連結業績につきましては、平成21年５月13日の発表に比べ、営

  業利益は休止固定資産の減価償却費を営業外費用として計上していること等により当初の予想を上回るものの、売

　上高、経常利益及び当期純利益はいずれも減少する見通しとなりましたので、業績予想数値を修正いたしました。

　　詳細につきましては、平成22年２月４日に開示しました「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

（簡便な会計処理）

　　　　　①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、第２四半期連結会計期間末

　　　　　　の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

　　　　　②繰延税金資産の算定方法

　　　　　　　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り算定しております。

　　　　（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。

 

（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

 (会計処理基準に関する事項の変更)

　      ①企業結合に関する会計基準等の適用

　　　　　　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計

　　　　　基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業

　　　　　会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12

　　　　　月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会

　　　　　計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）が平

　　　　　成21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用するこ

　　　　　とができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用しております。

　　　　

　　　　②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　　　　　　「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社

　　　　　の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）が平成22年３月31日以前に開

　　　　　始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準

　　　　　等を適用しております。

　　　　　　なお、この変更による影響額はありません。

　　　　 (表示方法の変更)

　　　　　四半期連結損益計算書

　　　　　　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用

　　　　　語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）が

　　　　　平成21年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第３四半期連

　　　　　結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

 



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 1,683 1,195

受取手形及び売掛金 10,969 9,669

商品及び製品 2,141 2,401

仕掛品 1,347 537

原材料及び貯蔵品 1,141 1,458

その他 655 1,299

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 17,935 16,558

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,163 4,831

機械装置及び運搬具（純額） 4,512 4,775

土地 7,038 7,038

建設仮勘定 381 889

その他（純額） 253 317

有形固定資産合計 16,347 17,850

無形固定資産   

のれん 45 181

その他 111 98

無形固定資産合計 156 279

投資その他の資産   

その他 4,129 3,470

貸倒引当金 △51 △62

投資その他の資産合計 4,078 3,408

固定資産合計 20,581 21,537

資産合計 38,516 38,095



（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 5,576 6,153

短期借入金 13,827 14,127

未払法人税等 24 31

賞与引当金 108 371

その他 2,539 1,903

流動負債合計 22,074 22,585

固定負債   

長期借入金 1,279 434

退職給付引当金 2,946 2,807

役員退職慰労引当金 96 90

その他 97 97

固定負債合計 4,418 3,428

負債合計 26,492 26,013

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,593 6,593

利益剰余金 5,390 5,471

自己株式 △5 △5

株主資本合計 11,978 12,059

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 △28

評価・換算差額等合計 △9 △28

少数株主持分 55 51

純資産合計 12,024 12,082

負債純資産合計 38,516 38,095



（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 39,495 26,687

売上原価 33,149 21,758

売上総利益 6,346 4,929

販売費及び一般管理費 5,440 4,502

営業利益 906 427

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 143 123

持分法による投資利益 28 22

物品売却益 88 －

その他 112 114

営業外収益合計 373 260

営業外費用   

支払利息 149 127

固定資産除却損 63 －

減価償却費 － 238

その他 66 68

営業外費用合計 278 433

経常利益 1,001 254

特別損失   

減損損失 118 20

投資有価証券評価損 21 －

特別損失合計 139 20

税金等調整前四半期純利益 862 234

法人税、住民税及び事業税 251 37

法人税等調整額 97 64

法人税等合計 348 101

少数株主損益調整前四半期純利益 － 133

少数株主利益 0 4

四半期純利益 514 129



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,589 9,687

売上原価 11,013 7,730

売上総利益 1,576 1,957

販売費及び一般管理費 1,799 1,540

営業利益又は営業損失（△） △223 417

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 9 5

持分法による投資利益 － 14

物品売却益 28 －

その他 36 57

営業外収益合計 73 76

営業外費用   

支払利息 49 41

持分法による投資損失 1 －

固定資産除却損 42 －

減価償却費 － 80

その他 29 19

営業外費用合計 121 140

経常利益又は経常損失（△） △271 353

特別損失   

減損損失 17 －

投資有価証券評価損 21 －

特別損失合計 38 －

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（△）

△309 353

法人税、住民税及び事業税 △130 13

法人税等調整額 26 139

法人税等合計 △104 152

少数株主損益調整前四半期純利益 － 201

少数株主利益 0 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） △205 195



（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 862 234

減価償却費 1,517 1,752

減損損失 118 20

投資有価証券評価損益（△は益） 21 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 125 139

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 6

賞与引当金の増減額（△は減少） △265 △263

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22 －

固定資産除却損 63 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △0

受取利息及び受取配当金 △144 △124

支払利息 149 127

持分法による投資損益（△は益） △28 △22

売上債権の増減額（△は増加） △383 △1,300

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,026 △233

その他の流動資産の増減額（△は増加） △72 112

仕入債務の増減額（△は減少） 608 △577

その他の流動負債の増減額（△は減少） △115 1,155

その他 4 2

小計 1,415 1,042

利息及び配当金の受取額 153 133

利息の支払額 △142 △125

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,128 389

営業活動によるキャッシュ・フロー 298 1,439

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 △2,382 △1,251

有形固定資産の売却による収入 － 11

無形固定資産の取得による支出 △35 △41

投資有価証券の取得による支出 △4 △2

投資有価証券の売却による収入 5 －

短期貸付金の回収による収入 202 1

長期前払費用の取得による支出 △8 △7

その他 － 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,222 △1,284

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） 3,300 140

長期借入れによる収入 － 1,000

長期借入金の返済による支出 △669 △595

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △418 △209

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,212 336

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 288 488

現金及び現金同等物の期首残高 703 1,095

現金及び現金同等物の四半期末残高 991 1,583



（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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 
無機化学品
事業
（百万円）

機能化学
品・化成品
事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（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 6,430 4,304 1,011 844 12,589 － 12,589

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
5 13 12 11 41 (41) －

計 6,435 4,317 1,023 855 12,630 (41) 12,589

営業利益又は営業損失（△） △389 158 △5 30 △206 (17) △223

 　　　　当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 
無機化学品
事業
（百万円）

機能化学
品・化成品
事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（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 4,397 3,526 1,004 760 9,687 － 9,687

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
5 16 12 6 39 (39) －

計 4,402 3,542 1,016 766 9,726 (39) 9,687

営業利益 47 342 21 37 447 (30) 417

 　　　　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）

 
無機化学品
事業
（百万円）

機能化学
品・化成品
事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（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 20,193 14,461 2,036 2,805 39,495 － 39,495

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
13 41 53 62 169 (169) －

計 20,206 14,502 2,089 2,867 39,664 (169) 39,495

営業利益又は営業損失（△） 332 663 △49 29 975 (69) 906

 　　　　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）

 
無機化学品
事業
（百万円）

機能化学
品・化成品
事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（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 11,671 10,286 2,579 2,151 26,687 － 26,687

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
15 44 36 23 118 (118) －

計 11,686 10,330 2,615 2,174 26,805 (118) 26,687

営業利益又は営業損失（△） △473 886 35 65 513 (86) 427



　（注）１．事業区分の方法

当社の事業区分の方法は、経営管理上の販売区分によっております。

２．各事業区分の主要製品

(1）無機化学品事業………………アンモニア系製品、ゴム用カーボンブラック、合成石英粉

(2）機能化学品・化成品事業……メタノール、ホルマリン、接着剤、アマイド、タイク、

機能性モノマー、電子工業用高純度薬品

(3）エンジニアリング事業………プラント設計・建設・修繕、建築、土木

(4）その他事業……………………貨物運送・荷役業、サービス関連業（石油販売業、熱供給業、

産業廃棄物処理関連業等）

３．会計処理の方法の変更

前第３四半期連結累計期間

(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、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と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利

益は、無機化学品事業で352百万円、機能化学品・化成品事業で13百万円それぞれ減少しております。

 

当第３四半期連結累計期間

　該当事項はありません。

４．追加情報

前第３四半期連結累計期間

　次世代新規事業の推進を図るため、第１四半期連結会計期間より立ち上げた「みらいプロジェクト」に基

づき発生した研究開発費69百万円は、配賦不能営業費用として「消去又は全社」に含めており、「無機化学

品事業」「機能化学品・化成品事業」の各セグメントに配賦しておりません。

　この新たな会計処理の方法は、「みらいプロジェクト」に基づき発生した研究開発費が「無機化学品事業」

「機能化学品・化成品事業」を融合した光学材料の研究開発を行っており、各セグメント単位で行っている

従来の研究開発費と性格が異なることから、各セグメントに当該研究開発費の配賦を行わず、配賦不能営業

費用として「消去又は全社」に含める方がよりセグメントの実態を適切に表すと判断したことによるもので

あります。

　　

当第３四半期連結累計期間

　該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第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） 　

　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はないので、該当事項はありません。

 

 

〔海外売上高〕

　　前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

　　（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第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）

　  　海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

 

（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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