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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 5,153 5.9 52 ― 68 ― △337 ―
21年3月期第3四半期 4,865 ― △196 ― △257 ― △38 ―

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 △24.60 ―
21年3月期第3四半期 △2.79 ―

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 11,536 5,002 43.4 365.09
21年3月期 12,298 4,972 40.4 362.86

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,002百万円 21年3月期  4,972百万円

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 ― 4.00 4.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想） 4.00 4.00

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 8,300 3.6 170 ― 120 ― △290 ― △21.16
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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、３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） 

(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 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 13,730,000株 21年3月期  13,730,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  27,010株 21年3月期  25,350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 13,703,861株 21年3月期第3四半期 13,705,497株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想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、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、上記予想に関する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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 当第３四半期累計期間のわが国経済は、工業生産や輸出が徐々に持ち直し底を打つ兆しが見えてきました。しか

し、円高とデフレの進行が企業業績の先行きに不透明感を与え、設備投資は大きく落ち込んだままで、失業率も改善

せず、雇用や所得の環境悪化から個人消費も低迷したままです。一方、海外においては欧米先進国の本格的回復には

まだ時間がかかりますが、中国を始めとするアジア諸国及び新興国の成長が世界経済を支えており、先進国の本格的

回復を待っている状態です。 

 このような状況の中で、当第３四半期累計期間における当社の営業は、国内売上高は2,300百万円と前年同期

（3,355百万円）に比べ1,055百万円（31.5％）の減収となりました。これは、医薬中間物は増加しましたが、農薬中

間物及び機能性中間物が大幅に減少したことによるものです。 

 一方、輸出売上高は2,853百万円と前年同期（1,509百万円）に比べ1,343百万円（89.0％）の増収となりました。

これは、医薬中間物が堅調に推移し、農薬中間物が大幅に増加したことによるものです。 

 この結果、総売上高は5,153百万円となり前年同期（4,865百万円）に比べ288百万円（5.9％）の増収となりまし

た。また、輸出比率は55.4%(前年同期31.0%)となりました。 

 損益面では、円高の影響による減益要因はありましたが、売上増に加え原燃料価格の下落、諸経費の削減及び減価

償却費の減少等のコストダウンに努めたことにより、営業利益は52百万円（前年同期営業損失196百万円）、経常利

益は68百万円（前年同期経常損失257百万円）となり、大幅に収益は改善し利益を確保することができました。 

 しかし、特別損失として投資有価証券評価損359百万円（洗替え方式）を計上したこと、及び特別利益として前年

同期に計上した補助金収入がなくなったことにより、四半期純損失は337百万円（前年同期四半期純損失38百万円）

となりました。 

   

 当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ762百万円減少の11,536百万円となりました。これは主

に、受取手形及び売掛金が764百万円減少したことによるためです。  

 負債につきましては、前事業年度末に比べ791百万円減少の6,533百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が576百万円及び借入金が142百万円減少したことによるためです。また、純資産は前事業年度末に比べ29百万

円増加の5,002百万円となり、自己資本比率は43.4％（前事業年度末40.4％）となりました。 

   

 平成21年11月６日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。  

  

 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、前事業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場合は、前事業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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づき役員退職慰労引当金を計上しておりましたが、

平成21年６月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し打ち切り支給すること（支給の時期

は各役員の退任時とする）が決議されました。これにより、役員退職慰労引当金残高を全額取崩し、打ち切り支給

額に対する未払分88百万円については、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

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

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

５．追加情報

（役員退職慰労引当金の廃止）
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６．四半期財務諸表 
（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 632,369 578,352

受取手形及び売掛金 2,119,105 2,883,347

商品及び製品 2,755,065 2,416,426

仕掛品 97,284 230,023

原材料及び貯蔵品 335,368 336,039

その他 28,189 130,923

貸倒引当金 △6,380 △8,695

流動資産合計 5,961,001 6,566,418

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,170,821 1,112,224

機械及び装置（純額） 1,687,868 1,872,795

土地 1,201,903 1,201,903

その他（純額） 671,576 798,372

有形固定資産合計 4,732,170 4,985,296

無形固定資産 5,817 5,817

投資その他の資産   

投資有価証券 775,282 653,206

その他 108,309 127,439

貸倒引当金 △46,138 △39,707

投資その他の資産合計 837,454 740,938

固定資産合計 5,575,442 5,732,052

資産合計 11,536,443 12,298,471

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,016,784 1,592,862

短期借入金 1,800,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 792,200 733,000

未払法人税等 8,812 15,777

賞与引当金 28,376 79,488

その他 494,529 580,488

流動負債合計 4,140,702 4,701,616

固定負債   

長期借入金 2,106,150 2,407,600

退職給付引当金 119,114 88,937

役員退職慰労引当金 － 83,966

その他 167,639 43,454

固定負債合計 2,392,904 2,623,959

負債合計 6,533,607 7,325,576
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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 2,510,000 2,510,000

資本剰余金 2,016,543 2,016,543

利益剰余金 417,105 809,055

自己株式 △4,338 △4,055

株主資本合計 4,939,309 5,331,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72,317 △358,647

繰延ヘッジ損益 △8,791 －

評価・換算差額等合計 63,526 △358,647

純資産合計 5,002,836 4,972,894

負債純資産合計 11,536,443 12,298,471
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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 4,865,446 5,153,630

売上原価 4,336,908 4,369,681

売上総利益 528,538 783,949

販売費及び一般管理費   

発送運賃 70,243 80,651

従業員給料及び手当 245,217 252,330

賞与引当金繰入額 8,337 8,728

退職給付費用 65,546 65,106

役員退職慰労引当金繰入額 14,156 4,834

その他 321,638 319,876

販売費及び一般管理費合計 725,138 731,527

営業利益又は営業損失（△） △196,600 52,422

営業外収益   

受取利息 758 223

受取配当金 16,539 15,586

為替差益 － 61,804

補助金収入 － 10,000

その他 8,366 4,148

営業外収益合計 25,665 91,763

営業外費用   

支払利息 60,735 51,866

その他 25,953 23,768

営業外費用合計 86,689 75,635

経常利益又は経常損失（△） △257,624 68,550

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,304 2,324

補助金収入 414,507 －

特別利益合計 417,811 2,324

特別損失   

固定資産除却損 21,349 17,093

投資有価証券評価損 － 359,922

たな卸資産評価損 164,465 －

固定資産撤去費用 8,570 －

その他 － 26,849

特別損失合計 194,384 403,865

税引前四半期純損失（△） △34,197 △332,990

法人税、住民税及び事業税 5,547 5,547

法人税等調整額 △1,489 △1,406

法人税等合計 4,058 4,140

四半期純損失（△） △38,256 △337,131
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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（△） △34,197 △332,990

減価償却費 669,325 616,252

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,304 4,116

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,335 △51,111

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,542 30,176

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,156 4,834

受取利息及び受取配当金 △17,298 △15,810

補助金収入 △414,507 △10,000

支払利息 60,735 51,866

為替差損益（△は益） 20,276 △12,588

投資有価証券評価損益（△は益） － 359,922

固定資産除却損 21,349 17,093

売上債権の増減額（△は増加） 1,081,045 762,461

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,274,234 △205,227

仕入債務の増減額（△は減少） 171,239 △576,077

その他 53,647 △23,528

小計 292,439 619,388

利息及び配当金の受取額 17,266 15,794

補助金の受取額 414,507 110,000

利息の支払額 △63,541 △50,083

法人税等の支払額 △7,530 △7,397

営業活動によるキャッシュ・フロー 653,140 687,702

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 △885,166 △443,062

投資有価証券の取得による支出 △5,763 △14,242

投資有価証券の売却による収入 10,203 －

その他 5,189 7,980

投資活動によるキャッシュ・フロー △875,536 △449,323

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） 100,000 100,000

長期借入れによる収入 750,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △401,250 △542,250

配当金の支払額 △54,288 △54,417

その他 △189 △282

財務活動によるキャッシュ・フロー 394,272 △196,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,276 12,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151,600 54,016

現金及び現金同等物の期首残高 479,425 578,352

現金及び現金同等物の四半期末残高 631,026 632,369
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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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