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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,745 △30.9 35 ― △264 ― △293 ―
21年3月期第3四半期 6,863 ― △140 ― △222 ― △229 ―

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 △17.72 ―
21年3月期第3四半期 △13.86 ―

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 13,411 3,197 23.8 192.92
21年3月期 13,407 3,478 25.9 209.82

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  3,197百万円 21年3月期  3,478百万円

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 0.00 0.00 0.00 0.00
22年3月期 0.00 0.00 0.00
22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 6,400 △25.7 70 ― △280 ― △290 ― △17.49
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

〔（注）詳細は、６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) 四半期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、６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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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3四半期 16,623,613株 21年3月期 16,623,613株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 47,200株 21年3月期 45,627株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 16,577,116株 21年3月期第3四半期 16,579,009株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想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異なる可能性があります。 
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 当第３四半期累計期間における世界経済及びわが国経済は、世界各国の経済対策と中国、インド、ブラジル等の新

興国に牽引され、景気回復の兆しが出てきておりますが、米国に端を発する世界的な金融不安により急速に減速した

世界同時不況の影響が未だ色濃く残っており、日米欧経済は依然として厳しい状況となっております。  

 当社の属する化学業界は、国内外経済の景気回復傾向に加え、世界の自動車業界全体の回復傾向により、 悪期を

脱し受注量が徐々に回復する移行期となっていますが、未だピーク時の６割強程度であり、依然厳しい経営環境とな

りました。 

 このような状況下、当第３四半期累計期間の売上高につきましては、当第３四半期会計期間（平成21年10月１日～

平成21年12月31日）の売上高が、国内外経済の回復傾向及び自動車業界の回復傾向により、第２四半期累計期間（以

下「上半期」という）と比較し増収傾向となってきましたが、上半期の不振の影響が大きく、前年同四半期比2,117

百万円減の4,745百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間の利益面につきましては、当第３四半期会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）

において、売上高の増収傾向に加え、一昨年12月より実施しております経営改善効果等により、当該会計期間の経常

利益が27百万円となる等改善傾向となってきましたが、売上高と同様、上半期の不振の影響が大きく、営業利益35百

万円（前年同四半期は140百万円の営業損失）、経常損失264百万円（前年同四半期比19.2％増）、四半期純損失293

百万円（同27.8％増）と大変厳しい状況となりました。なお、売上不振による在庫調整のため、一部の工場を休止し

たことにより、営業外費用として生産休止費用203百万円を計上いたしました。  

  

事業別の業績は次のとおりであります。 

（化学品事業）  

 当第３四半期会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）の売上高は、国内外における自動車業界の回復傾

向により、紫外線吸収剤で前年同四半期比39百万円増の1,053百万円（前年同四半期比3.9％増）を始め、その他化成

品、電子材料などが堅調に推移し、全体では同203百万円増の1,688百万円（同13.7％増）を計上いたしました。 

 しかしながら当第３四半期累計期間の売上高については、主力の紫外線吸収剤が上半期の国内外における自動車業

界の需要低迷の影響が大きく、同1,427百万円減（同34.7％減）の2,686百万円となったことや写真薬中間体、その他

の化成品などにおいても上半期における企業の在庫調整・生産調整などの影響を受け、全体では同2,003百万円減

（同33.6％減）の3,967百万円となりました。  

（ホーム産業事業）  

 当第３四半期会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）の売上高は、前年同四半期ほぼ横ばいの216百万

円を計上いたしました。 

 当第３四半期累計期間の売上高については、上半期における全体的な景気低迷の影響に加え、ＤＩＹ商品において

低採算品目の販売縮小に伴い、前年同四半期比57百万円減（前年同四半期比53.0％減）となったことなどを受け、全

体では同114百万円減（同12.8％減）の778百万円となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報
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（品目別販売実績）                                 （単位：百万円、％）

（注）金額は、消費税等を含んでおりません。  

  

事業区分 
品  目 

当第３四半期 
累計期間 

平成22年３月期 

前年同第３四半期 
累計期間 

平成21年３月期 

  
 増 減 

  金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

  

  

  

  化学品事業 

  

  

  

  

  

紫外線吸収剤  2,686 56.6 4,114 60.0 △1,427 

電子材料  227 4.8 136 2.0 91 

写真薬中間体  208 4.4 469 6.8 △261 

製紙用薬剤 193 4.1 223 3.2 △30 

酸化防止剤    148 3.1 108 1.6 39 

染顔料中間体 31 0.7 87 1.3 △56 

防錆剤 29 0.6 37 0.5 △7 

その他 441 9.3 792 11.6 △350 

（小計） 3,967 83.6 5,970 87.0 △2,003 

  

 ホーム産業事業 

  

  

木材保存薬剤 646 13.6 671 9.8 △24 

ＤＩＹ商品 50 1.1 108 1.6 △57 

その他 80 1.7 113 1.6 △32 

（小計） 778 16.4 893 13.0 △114 

    合        計 4,745 100.0 6,863 100.0 △2,117 
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（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期末（以下「当四半期末」という）の総資産は、前事業年度末（以下「前期末」という）比３百万円増

加し、13,411百万円となりました。 

 流動資産は前期末比165百万円増加の7,980百万円、固定資産は同185百万円減少の5,407百万円となりました。な

お、社債発行に伴い繰延資産が23百万円増加しております。 

 流動資産の増加の主な要因は、たな卸資産が172百万円増加したことによるものであり、固定資産の減少の主な要

因は有形固定資産及び無形固定資産が減価償却に伴い158百万円減少したこと並びに投資有価証券が時価の下落に伴

い23百万円減少したことなどを反映したものであります。 

 当四半期末の負債は前期末比283百万円増加の10,213百万円となりました。 

 流動負債は同661百万円増加の7,575百万円、固定負債は同377百万円減少の2,637百万円となりました。 

 流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が762百万円増加したこと並びに短期借入金が100百万円増加し

たことと１年内返済予定の長期借入金が194百万円減少したことによるものであり、固定負債の減少の主な要因は私

募債発行に伴う社債が250百万円増加したことと長期借入金が605百万円減少したことによるものであります。 

 当四半期末の純資産は前期末比280百万円減少し、3,197百万円となりました。この減少の主な要因は、四半期純損

失が293百万円発生したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は前期末の25.9%から23.8%となりました。 
  
（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主に仕入債務の増加と長期借入金の返済な

どにより、前事業年度末に比し102百万円減少し、1,758百万円となりました。 
 
  
 営業活動の結果得られた資金は、548百万円となりました。 

 これは主に税引前四半期純損失が287百万円計上された他、たな卸資産が172百万円、売上債権が121百万円それぞ

れ増加するなどの減少要因がありましたが、仕入債務が762百万円、その他が489百万円それぞれ増加したこと、減価

償却費が274百万円計上されたことなどの増加要因を反映したものであります。なお、役員退職慰労金制度廃止に伴

う役員退職慰労引当金392百万円の減少分は、長期未払金391百万円として振替えており、その他に含めております。
   
 投資活動の結果使用した資金は、111百万円となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出が132百万円あったことによるものであります。 
   
 財務活動の結果使用した資金は、539百万円となりました。 

 これは主に社債の発行による収入223百万円、短期借入れ及び長期借入れによる収入200百万円などの増加要因があ

りましたが、長期借入金の返済による支出900百万円、リース債務の返済による支出62百万円などの減少要因を反映

したものであります。 

  

 当事業年度末（平成22年３月）の業績予想につきましては、新規顧客の開拓と経費削減に引き続き努力しており、

平成21年11月9日公表いたしました「業績予想の修正」に記載のとおりであり、業績予想数値は修正しておりませ

ん。 

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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１．棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期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する方法によっております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

 固定資産の定率法に基づく減価償却費については、当第３四半期会計期間を含む事業年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定しております。 

  

１．四半期損益計算書における表示方法の変更 

    ① 前第３四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期累計期間では区分掲記することとしまし

た。なお、前第３四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は3,330千円で

あります。 

    ② 前第３四半期累計期間における営業外収益の「補助金収入」は、当第３四半期累計期間において営業外

収益総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、

当第３四半期累計期間における営業外収益の「その他」に含まれる「補助金収入」は3,389千円であり

ます。 

    ③ 前第３四半期累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「生産休止費

用」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期累計期間では区分掲記することとし

ました。なお、前第３四半期累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「生産休止費用」は8,714

千円であります。 

    ④ 前第３四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期会計期間では区分掲記することとしまし

た。なお、前第３四半期会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は1,110千円で

あります。 

    ⑤ 前第３四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「為替差益」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期会計期間では、区分掲記することといた

しました。なお、前第３四半期会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「為替差益」は1,150千

円であります。 

        ⑥ 前第３四半期会計期間における、営業外収益の「補助金収入」は、当第３四半期会計期間において営業

外収益総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。な

お、当第３四半期会計期間における営業外収益の「その他」に含まれる「補助金収入」は963千円であ

ります。 

２．四半期キャッシュ・フロー計算書における表示方法の変更  

    ① 前第３四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示し

ておりました「投資有価証券評価損益（△は益）」は重要性が増加したため、当第３四半期累計期間で

は区分掲記することとしました。なお、前第３四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に含まれる「投資有価証券評価損益（△は益）」は1,150千円であります。 

    ② 前第３四半期累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示し

ておりました「リース債務の返済による支出」は重要性が増加したため、当第３四半期累計期間では区

分掲記することとしました。なお、前第３四半期累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に含まれる「リース債務の返済による支出」は9,753千円であります。 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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１．重要事象等が存在する旨及びその内容 

 当社は、前事業年度末において、営業キャッシュ・フローが２期連続のマイナスとなっており、また、

営業損失176百万円、経常損失451百万円、当期純損失466百万円を計上いたしました。当第３四半期会計期

間においては、営業キャッシュ・フローは80百万円のプラス、営業利益67百万円、経常利益27百万円、四

半期純利益１百万円を計上いたしました。しかしながら当第３四半期累計期間においては、アジア地域を

中心に緩やかな景気回復の兆しが見られるものの、日米欧経済の本格的な景気回復には至たらず、売上高

は不振となりました。営業キャッシュ・フローは548百万円のプラスと改善いたしましたが、経常損失264

百万円、四半期純損失293百万円を計上いたしました。従いまして、当第３四半期累計期間においても上記

のような継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、「当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又

は改善するための対応策」に記載のとおり当社としての対策を講じることにより、当該事象または状況を

解消できる見込であるため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないと判断しております。 

 なお、上記以外に当第３四半期会計期間に新たに発生した事業等のリスクはありません。  

  

２．当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策  

   当社の属する化学業界は、世界的景気回復不透明感から、自動車業界などを始め本格的な景気回復には

至っておらず引続き厳しい状況が続くものと予想されることから、当社の主力製品である紫外線吸収剤の

販売回復とその他主力製品等の販売チャンネルの拡大等販売強化に取組んでおります。また、経営改善を

強力に実施すべく①役員報酬の削減②賃金・給与カットや嘱託者の契約打ち切り等による人件費削減③在

庫の削減、生産調整による材料費の削減④旅費交通費・交際費等の販売管理費の大幅削減⑤生産工程見直

しによる生産効率の向上等を継続して実施しており、さらに①営業人員の増員による販売体制の強化②新

規添加剤の開発促進及び積極的な受託活動の推進③電子材料関連の販売促進並びに技術革新を実施してお

り、次期の営業キャッシュ・フロー並びに営業利益、経常利益、当期純利益はプラスになるように 大限

の努力をしていく所存であります。 

   

（３）継続企業の前提に関する重要事象等
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,758,337 1,861,114

受取手形及び売掛金 1,923,469 1,801,651

商品及び製品 3,900,617 3,651,209

仕掛品 96,227 83,030

原材料及び貯蔵品 250,816 341,029

その他 74,630 100,385

貸倒引当金 △23,303 △23,347

流動資産合計 7,980,795 7,815,074

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,255,175 1,327,029

土地 2,980,462 2,980,462

その他（純額） 904,030 965,068

有形固定資産合計 5,139,668 5,272,560

無形固定資産 70,989 96,828

投資その他の資産   

投資有価証券 89,350 113,213

その他 124,623 137,390

貸倒引当金 △17,603 △27,270

投資その他の資産合計 196,370 223,333

固定資産合計 5,407,028 5,592,722

繰延資産 23,205 －

資産合計 13,411,029 13,407,797

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,589,020 826,862

短期借入金 4,600,000 4,500,000

1年内返済予定の長期借入金 953,316 1,147,992

未払法人税等 7,452 15,720

賞与引当金 13,387 28,463

その他 412,211 394,708

流動負債合計 7,575,387 6,913,746

固定負債   

社債 250,000 －

長期借入金 1,374,980 1,980,460

役員退職慰労引当金 － 392,500

退職給付引当金 231,983 231,555

その他 780,721 411,086

固定負債合計 2,637,685 3,015,601

負債合計 10,213,072 9,929,348
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,155,352 2,155,352

資本剰余金 1,052,562 1,052,562

利益剰余金 △13,136 280,669

自己株式 △13,008 △12,734

株主資本合計 3,181,769 3,475,851

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,186 2,597

評価・換算差額等合計 16,186 2,597

純資産合計 3,197,956 3,478,448

負債純資産合計 13,411,029 13,407,797
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 6,863,201 4,745,437

売上原価 5,867,874 3,910,740

売上総利益 995,327 834,697

販売費及び一般管理費 1,136,131 799,180

営業利益又は営業損失（△） △140,804 35,516

営業外収益   

受取利息 343 163

受取配当金 2,733 1,279

受取賃貸料 － 17,190

補助金収入 7,375 －

その他 26,419 9,748

営業外収益合計 36,872 28,381

営業外費用   

支払利息 87,350 106,937

生産休止費用 － 203,805

その他 30,738 17,806

営業外費用合計 118,089 328,549

経常損失（△） △222,020 △264,651

特別利益   

固定資産売却益 672 －

投資有価証券売却益 － 225

貸倒引当金戻入額 － 842

特別利益合計 672 1,068

特別損失   

固定資産除却損 1,111 25

投資有価証券評価損 1,150 24,017

その他 15 －

特別損失合計 2,277 24,042

税引前四半期純損失（△） △223,624 △287,625

法人税、住民税及び事業税 6,214 6,180

四半期純損失（△） △229,839 △293,806
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(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 1,704,465 1,904,336

売上原価 1,571,032 1,576,551

売上総利益 133,433 327,785

販売費及び一般管理費 337,346 260,047

営業利益又は営業損失（△） △203,913 67,738

営業外収益   

受取利息 32 30

受取配当金 436 240

為替差益 － 1,725

受取賃貸料 － 1,110

補助金収入 7,375 －

その他 11,166 1,731

営業外収益合計 19,012 4,838

営業外費用   

支払利息 31,544 35,345

その他 22,402 10,036

営業外費用合計 53,947 45,381

経常利益又は経常損失（△） △238,848 27,195

特別損失   

投資有価証券評価損 1,150 24,017

特別損失合計 1,150 24,017

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △239,998 3,178

法人税、住民税及び事業税 2,060 2,060

四半期純利益又は四半期純損失（△） △242,059 1,118
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △223,624 △287,625

減価償却費 215,875 274,844

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,074 428

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,400 △392,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,498 △15,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,736 △9,710

受取利息及び受取配当金 △3,077 △1,443

支払利息 87,350 106,937

投資有価証券評価損益（△は益） － 24,017

売上債権の増減額（△は増加） 725,750 △121,818

たな卸資産の増減額（△は増加） △825,812 △172,391

仕入債務の増減額（△は減少） △54,495 762,157

その他 147,268 489,728

小計 21,146 657,548

利息及び配当金の受取額 3,219 1,472

利息の支払額 △91,253 △98,580

法人税等の支払額 △8,456 △11,905

営業活動によるキャッシュ・フロー △75,344 548,534

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 30,000 －

有形固定資産の取得による支出 △146,301 △132,204

有形固定資産の売却による収入 1,810 －

投資有価証券の売却による収入 － 7,709

投資有価証券の清算による収入 － 12,261

その他 3,649 707

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,841 △111,526

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 4,050,000 4,700,000

短期借入金の返済による支出 △3,450,000 △4,600,000

長期借入れによる収入 1,550,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △760,994 △900,156

社債の発行による収入 － 223,350

自己株式の取得による支出 △680 △274

リース債務の返済による支出 － △62,607

配当金の支払額 △82,461 △98

その他 △9,753 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,296,110 △539,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,109,924 △102,777

現金及び現金同等物の期首残高 849,574 1,861,114

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,959,499 1,758,337
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 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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