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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 119,444 △18.4 7,682 △14.7 7,331 △11.7 4,653 12.2
21年3月期第3四半期 146,362 ― 9,002 ― 8,306 ― 4,146 ―

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 45.05 ―
21年3月期第3四半期 40.15 ―

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 206,148 120,234 56.8 1,134.33
21年3月期 192,517 116,364 58.8 1,095.47

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  117,166百万円 21年3月期  113,154百万円

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 ― 11.00 ― 9.00 20.00
22年3月期 ― 9.00 ―
22年3月期 

（予想）
9.00 18.00

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 158,000 △10.3 9,500 35.9 9,000 47.4 6,000 390.5 58.09
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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、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 
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。 

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 103,651,442株 21年3月期  103,651,442株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  360,546株 21年3月期  357,646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 103,293,258株 21年3月期第3四半期 103,295,633株
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当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から同年12月31日)のわが国の経済は、新興国を中

心とした海外経済の回復や経済対策などを背景に、生産活動の持ち直しや輸出の増加などがみられ

ましたが、企業収益は厳しく、雇用情勢や設備投資も低調に推移するなど、引き続き厳しい状況で

した。 

このような状況のなか、当社グループは、市場シェアの堅持・拡大、全社挙げてのコスト削減、

市場競争力の高い戦略製品の育成・販売強化などを推進するとともに、樹脂添加剤事業、食品事業

をコア事業に位置付け、市場競争力を一段と高める事業戦略を展開しております。また、「情報・

電子」、「エネルギー」、「環境」、「ライフサイエンス」を中長期的に成長が見込めるターゲッ

ト分野として製品開発・組織構築などの諸施策に取り組んでおり、事業環境の変化に対応できる企

業体質強化に引き続き努めております。 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、当社グループ事業の主要対象分野であるIT・

デジタル家電、自動車関連分野における需要が各国の経済対策により回復してきましたが、昨夏ま

での大幅な生産調整の影響を大きく受け、売上高は1,194億44百万円（前年同期比18.4％減）、営業

利益は76億82百万円（同14.7％減）、経常利益は73億31百万円（同11.7％減）、四半期純利益は46

億53百万円（同12.2％増）となりました。 

なお、当第３四半期連結会計期間(平成21年10月1日から同年12月31日)におきましては、第１四半

期連結会計期間、第２四半期連結会計期間よりも利益水準が改善し、営業利益、経常利益、四半期

純利益は前年同期比で増益となりました。 

  

（１)化学品関連事業 

当事業の売上高は766億13百万円（前年同期比21.3％減）、営業利益は46億34百万円（同37.7％

減）となりました。 

①情報・電子化学品 

中国や日本の経済対策の効果などで液晶テレビの生産が堅調に推移したことにより、液晶フラ

ットパネル向けの薬剤などが、台湾や韓国などにおいて好調に推移し、加えてフレキシブル基板

やパッケージ基板などの超微細な配線を形成できる新規の回路形成用エッチング薬液が伸張しま

した。半導体関連材料は、中国などにおけるパソコンや携帯電話の需要増加に伴い、ＤＲＡＭ向

けを中心に販売数量が伸張しましたが、競争激化により販売価格は低い水準で推移しました。そ

の結果、情報・電子化学品全体では前年同期比で減収減益となりました。 

②機能化学品 

塩化ビニルやポリプロピレンなどの樹脂の成型性や機能を高める添加剤各種は、中国などの新

興国経済の回復や各国の経済対策に支えられ、家電や自動車関連分野で使用される樹脂の需要が

増加し、昨夏以降、持ち直してきました。エンジンオイル用添加剤は、環境志向の高まりを受け

て海外などで好調な出荷となり、水系樹脂も海外需要の回復が見られました。高機能活性剤やエ

ポキシ樹脂なども需要が回復してきましたが、機能化学品全体では、昨夏までの需要減少の影響

が大きく、減収減益となりました。 

③基礎化学品 

プロピレングリコール類などの基礎化学品は、昨夏までの顧客の大幅な生産調整および市況軟

化などの影響を受け減収となりましたが、継続したコスト削減などにより増益となりました。 

  

【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
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（２)食品関連事業 

当事業の売上高は384億94百万円（前年同期比10.1％減）、営業利益は26億65百万円(同203.9%

増)となりました。 

製パン・製菓業界のニーズを捉えた新製品である、バター風味豊かなマーガリン「アロマー

デ」シリーズや植物性のホイップクリームは前年に引き続き拡大しました。しかしながら、食品

関連事業全般におきましては、消費者の買い控えなどの影響を受け販売数量は前年同期並みとな

り、売上高は価格の下落により減収となりました。利益面では新製品の拡大に加え、品種削減に

よる品種構成の改善、生産・物流の効率化、子会社の収益改善に取り組んできた成果により増益

となりました。 

  

（３)その他の事業 

当事業の売上高は43億35百万円（前年同期比29.4％減）、営業利益は3億24百万円（同48.2％

減）となりました。 

  

  

（１）資産、負債および純資産の状況 

当第３四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136億30百万円増加し、

2,061億48百万円となりました。売上債権の増加および有価証券の増加が主な要因であります。 

負債は長期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ97億60百万円増加し、859億13百万円

となりました。  

純資産は利益剰余金の増加に加え、その他有価証券評価差額金の回復により、前連結会計年度

末に比べ38億70百万円増加し、1,202億34百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結会計期間末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）の残高

は、前連結会計年度末の資金残高に比べ51億７百万円増加し、229億70百万円となりました。各キ

ャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は103億61百万円となりました。 

 税金等調整前四半期純利益、減価償却費およびたな卸資産の減少などによる資金の増加が、売

上債権の増加などによる資金の減少を上回ったことが要因です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は91億81百万円となりました。 

 主に有価証券および有形・無形固定資産の取得による資金の減少です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増加は38億30百万円となりました。 

 長期借入金の増加による資金の増加が、配当金の支払などの資金の減少を上回ったことが要因

です。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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平成21年11月６日に公表しました連結業績予想には、年明け後の経済対策効果の失速、消費低迷

などの景気下振れリスクを織り込んでいましたが、経済対策や金融緩和策の継続による各国経済の

回復などを背景に、当社グループ事業全般の業績が順調に推移していることに加え、戦略製品の拡

販、全社挙げて取り組んできたコスト削減効果によって、売上高および全ての利益の段階において

前回公表を上回る見込みとなりました。 

以上のことを踏まえ、通期連結業績予想を下表の通り修正いたします。 

[通期連結業績予想]                           （単位：百万円）

   

  該当事項はありません。  

  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加減算項目や税額控除項目のうち、僅少なものを省

略する方法によっています。 

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ますので、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います。 

  

 該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  
 今回予想（Ａ）

  

 前回予想（Ｂ）
[平成21年11月6日]

 増減額（Ａ-Ｂ） 

  

 増減率 

  

売 上 高 158,000  155,000  3,000  1.9％ 

営 業 利 益 9,500  8,000  1,500  18.8％ 

経 常 利 益 9,000  7,500  1,500  20.0％ 

当 期 純 利 益 6,000  4,000  2,000  50.0％ 

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）簡便な会計処理およ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 21,881 19,136

受取手形及び売掛金 41,217 32,319

有価証券 7,135 229

商品及び製品 11,982 15,139

仕掛品 3,528 4,642

原材料及び貯蔵品 12,163 12,949

その他 4,688 4,904

貸倒引当金 △329 △385

流動資産合計 102,267 88,935

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 23,570 24,415

土地 20,624 20,494

その他（純額） 26,275 26,930

有形固定資産合計 70,470 71,840

無形固定資産 3,859 3,111

投資その他の資産   

投資有価証券 22,864 21,279

その他 6,686 7,350

投資その他の資産合計 29,551 28,629

固定資産合計 103,881 103,581

資産合計 206,148 192,517
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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 31,165 27,683

短期借入金 14,378 14,509

未払法人税等 1,520 290

賞与引当金 976 1,871

その他 4,555 8,480

流動負債合計 52,595 52,835

固定負債   

長期借入金 16,112 6,823

退職給付引当金 8,733 8,532

役員退職慰労引当金 164 174

その他 8,306 7,787

固定負債合計 33,317 23,317

負債合計 85,913 76,152

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,899 22,899

資本剰余金 19,925 19,925

利益剰余金 71,804 69,036

自己株式 △222 △220

株主資本合計 114,407 111,641

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 841 △255

土地再評価差額金 3,333 3,333

為替換算調整勘定 △1,416 △1,564

評価・換算差額等合計 2,758 1,513

少数株主持分 3,068 3,209

純資産合計 120,234 116,364

負債純資産合計 206,148 192,517
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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 146,362 119,444

売上原価 117,498 92,987

売上総利益 28,863 26,457

販売費及び一般管理費 19,861 18,774

営業利益 9,002 7,682

営業外収益   

受取利息 109 85

受取配当金 371 230

その他 368 344

営業外収益合計 850 660

営業外費用   

支払利息 438 396

為替差損 586 －

持分法による投資損失 260 278

その他 260 336

営業外費用合計 1,545 1,011

経常利益 8,306 7,331

特別利益   

投資有価証券売却益 319 －

貸倒引当金戻入額 － 280

特別利益合計 319 280

特別損失   

有形固定資産除却損 320 217

投資有価証券評価損 585 4

関係会社株式売却損 29 －

その他の投資評価損 10 －

減損損失 334 －

債務保証履行損失 80 －

特別損失合計 1,360 222

税金等調整前四半期純利益 7,266 7,389

法人税、住民税及び事業税 2,193 2,053

法人税等調整額 473 486

法人税等合計 2,666 2,539

少数株主利益 452 195

四半期純利益 4,146 4,653
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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 7,266 7,389

減価償却費 5,688 5,805

減損損失 334 －

投資有価証券評価損益（△は益） 585 －

有形固定資産除却損 320 217

受取利息及び受取配当金 △481 △315

支払利息 438 396

為替差損益（△は益） 237 －

売上債権の増減額（△は増加） △4,560 △8,738

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,546 5,244

仕入債務の増減額（△は減少） 7,766 3,267

その他 △2,048 △2,335

小計 8,000 10,930

利息及び配当金の受取額 654 459

利息の支払額 △411 △366

債務保証履行による支出額 △80 －

法人税等の支払額 △4,822 △1,087

法人税等の還付額 － 425

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,341 10,361

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 2,081 －

有価証券の取得による支出 － △4,995

有形固定資産の取得による支出 △5,930 △3,276

無形固定資産の取得による支出 △1,193 △1,303

投資有価証券の取得による支出 △609 －

投資有価証券の売却による収入 3,602 －

その他 △658 393

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,708 △9,181

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） 882 △1,135

長期借入れによる収入 403 9,733

長期借入金の返済による支出 △650 △2,786

配当金の支払額 △2,268 △1,858

その他 363 △122

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,269 3,830

現金及び現金同等物に係る換算差額 △546 △86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,183 4,924

現金及び現金同等物の期首残高 16,063 17,862

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 144 183

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,024 22,970
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 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) 

(注) １．事業区分は取扱い製品の種類・性質によっています。 

２．各事業区分の主要製品 

  

   

（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〕

  
化学品関連 
(百万円) 

食品関連 
(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             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 97,378  42,838  6,144  146,362  －  146,362

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 179  52  8,001  8,233 (8,233)  －

計  97,557  42,891  14,146  154,595 (8,233)  146,362

営業利益  7,434  877  627  8,939  63  9,002

  
化学品関連 
(百万円) 

食品関連 
(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             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 76,613  38,494  4,335  119,444  －  119,444

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 179  47  7,480  7,706 ( )7,706  －

計  76,792  38,542  11,816  127,151 ( )7,706  119,444

営業利益  4,634  2,665  324  7,624  57  7,682

事業区分 主要製品 

化学品 

関連事業 

情報・電子

化学品 

画像材料、光記録材料、光硬化樹脂、高純度半導体材料、電子基板エッチング

システムおよび薬剤、その他 

機能 

化学品 

ポリオレフィン用添加剤、塩ビ用安定剤、難燃剤、エポキシ樹脂、ポリウレタ

ン原料、水系樹脂、水膨張性シール材、界面活性剤、潤滑油添加剤、厨房用洗

浄剤、その他 

基礎 

化学品 

か性ソーダ、珪酸誘導品、工業用油脂誘導品、プロピレングリコール、過酸化

水素および誘導品、その他 

食品関連事業 

マーガリン類、ショートニング、チョコレート用油脂、フライ・調理用油脂、

ホイップクリーム、濃縮乳タイプクリーム、フィリング類、冷凍パイ生地、マ

ヨネーズ・ドレッシング、その他 

その他の事業 
設備プラントの設計、工事および工事管理、設備メンテナンス、物流業、倉庫

業、車輌等のリース、不動産業、保険代理業、その他 
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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) 

(注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア …… 韓国、台湾、シンガポール、中国、タイ 

その他 …… 米国、ドイツ、フランス 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日 本 
(百万円) 

アジア 
(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             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 119,570  17,943  8,848  146,362  －  146,362

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 6,971  6,479  55  13,506 (13,506)  －

計  126,541  24,422  8,904  159,868 (13,506)  146,362

営業利益  7,239  1,060  349  8,650  352  9,002

  
日 本 
(百万円) 

アジア 
(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             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 98,769  14,898  5,776  119,444  －  119,444

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 6,268  3,522  10  9,801 ( )9,801  －

計  105,037  18,420  5,787  129,246 ( )9,801  119,444

営業利益（損失）  6,751  1,016 ( ) 0  7,767 ( ) 84  7,682
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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) 

(注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外に属する国又は地域の主な内訳 

アジア …… 台湾、韓国、中国、シンガポール等 

その他 …… 米国、欧州等 

３．海外売上高は、当社およ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す。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  22,979  10,825  33,804

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  146,362

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 15.7  7.4  23.1

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  18,854  7,366  26,220

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  119,444

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 15.8  6.2  22.0

（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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