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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国景気の底入れ感の影響を受け、低水準ながら徐々に持ち

直してまいりました。しかしながら、住宅着工と設備投資は共に低調で、さらに円高やデフレが進み、個人消費も

鈍化した不透明な状況が続いております。 

当社グループにおきましても第３四半期に入り、電子材料と自動車関連が中国向けの輸出を中心に若干回復をし

てまいりましたが、繊維分野は国内外ともに回復の兆しが見えず厳しい状況が続きました。 

 この厳しい状況の中、当社グループといたしましては化粧品分野、印刷関連分野、水溶性ポリエステル分野にお

いて環境にやさしく、安全性の高い高機能性、高付加価値製品の開発によって国内販売に力を入れ、売上高と利益

の確保に努力してまいりました。一方、電子材料や環境分野においては市場の流れを見据え、独自技術による「も

のづくり」を徹底することにより積極的に新製品の開発に取り組んでまいりました。また、生産量が減少する中で

徹底した経費削減と効率アップ、今まで以上の顧客サービスに努め、利益改善を進めてまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は4,999百万円（前年同期比7.8％減）、営業利益は442百

万円（同56.1％増）、経常利益490百万円（同38.7％増）、四半期純利益は306百万円（同60.7％増）の減収増益と

なりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は12,230百万円と前連結会計年度末に比べ、761百万円増加いたし

ました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ929百万円増加し7,623百万円となりました。これは、現金及び預金が556百

万円、受取手形及び売掛金が432百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ168百万円減少し4,607百万円となりました。これは、投資その他の資産が16

百万円増加いたしましたが、有形固定資産が176百万円減少したこと等によるものであります。 

 流動負債は1,473百万円と前連結会計年度末に比べ、628百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金

が546百万円、未払法人税等が108百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ10百万円減少し446百万円となりました。 

 純資産は10,310百万円と前連結会計年度末に比べ、143百万円増加いたしました。これは、自己株式の取得48百

万円がありましたが、利益剰余金が172百万円増加したことと、その他有価証券評価差額金が14百万円増加したこ

と等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 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、売上債権の増加額432百

万円、賞与引当金の減少額57百万円等に対して、税金等調整前四半期純利益が501百万円と増加したことに加え、

仕入債務の増加額546百万円及び減価償却費191百万円等により前連結会計年度末から556百万円増加し、当第３四

半期連結会計期間末には1,616百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの概要は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は744百万円（前年同期比177.7％増）となりまし

た。これは主として、税金等調整前四半期純利益501百万円（同50.0％増）に対し、売上債権の増加額432百万円

（前年同期は64百万円の減少）等の資金減少要因があったものの、たな卸資産の減少額25百万円（前年同期は210

百万円の増加）、仕入債務の増加額546百万円（同255.9％増）等の資金増加要因があったことや、法人税等の支払

額が57百万円（同75.1％減）と前年同期に比べて少なかったこと及び法人税等の還付額39百万円（前年同期は－）

があったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は10百万円（同99.1％減）となりました。これは

主として、有形固定資産の取得による支出20百万円（同74.8％減）と、投資有価証券の売却による収入14百万円

（前年同期は－）があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は182百万円（同33.2％減）となりました。前年

同期との差の要因は、自己株式の取得による支出が48百万円（同52.8％減）と配当金の支払額133百万円（同

21.4％減）と前年同期より少なかったことによるものであります。 

   

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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第３四半期の業績を勘案し、平成21年11月５日に公表いたしました通期業績予想を修正いたしました。詳細につ

きましては、本日公表の「平成22年３月期 業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

  該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理） 

 ①たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間

 末の実地たな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費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定

 しております。  

  

 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

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

（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：千円）

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 4,516,420 3,959,534

受取手形及び売掛金 1,928,513 1,495,995

商品及び製品 428,629 493,260

仕掛品 233,391 257,157

原材料及び貯蔵品 446,425 384,119

繰延税金資産 35,975 49,115

その他 36,995 58,168

貸倒引当金 △3,319 △4,184

流動資産合計 7,623,032 6,693,167

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,734,114 3,730,390

減価償却累計額 △2,685,203 △2,623,735

建物及び構築物（純額） 1,048,911 1,106,655

機械装置及び運搬具 5,676,826 5,650,722

減価償却累計額 △5,263,523 △5,158,772

機械装置及び運搬具（純額） 413,302 491,949

工具、器具及び備品 888,229 892,815

減価償却累計額 △841,743 △832,339

工具、器具及び備品（純額） 46,485 60,475

土地 2,097,295 2,097,295

建設仮勘定 18,125 44,602

有形固定資産合計 3,624,120 3,800,978

無形固定資産   

のれん 2,508 7,423

その他 55,044 57,651

無形固定資産合計 57,553 65,074

投資その他の資産   

投資有価証券 865,227 833,488

従業員に対する長期貸付金 2,090 2,356

繰延税金資産 24,989 51,142

その他 39,936 28,884

貸倒引当金 △6,653 △6,562

投資その他の資産合計 925,590 909,308

固定資産合計 4,607,263 4,775,362

資産合計 12,230,296 11,468,530
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（単位：千円）

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 1,161,726 615,263

未払金 96,336 74,595

未払費用 8,401 7,193

未払法人税等 108,053 －

賞与引当金 55,021 112,666

その他 43,769 35,340

流動負債合計 1,473,308 845,059

固定負債   

退職給付引当金 333,457 351,282

役員退職慰労引当金 113,083 105,598

固定負債合計 446,541 456,880

負債合計 1,919,849 1,301,939

純資産の部   

株主資本   

資本金 842,000 842,000

資本剰余金 827,990 827,990

利益剰余金 9,036,553 8,863,822

自己株式 △268,187 △219,887

株主資本合計 10,438,356 10,313,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,782 44,322

為替換算調整勘定 △204,914 △208,599

評価・換算差額等合計 △146,132 △164,276

少数株主持分 18,222 16,941

純資産合計 10,310,446 10,166,590

負債純資産合計 12,230,296 11,468,530
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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：千円）

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 5,421,675 4,999,108

売上原価 3,848,993 3,409,111

売上総利益 1,572,682 1,589,997

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 1,289,087 1,147,301

営業利益 283,595 442,695

営業外収益   

受取利息 10,336 8,880

受取配当金 4,600 3,598

持分法による投資利益 27,857 20,731

受取ロイヤリティー 35,224 20,580

雑収入 10,536 7,890

営業外収益合計 88,554 61,681

営業外費用   

売上割引 4,482 4,300

為替差損 10,519 8,143

貸倒引当金繰入額 284 91

その他 3,543 1,742

営業外費用合計 18,829 14,277

経常利益 353,319 490,099

特別利益   

固定資産売却益 199 －

貸倒引当金戻入額 2,351 －

投資有価証券売却益 － 12,078

特別利益合計 2,551 12,078

特別損失   

固定資産除却損 1,437 573

投資有価証券評価損 12,053 －

持分変動損失 2,189 －

ゴルフ会員権評価損 5,757 －

特別損失合計 21,437 573

税金等調整前四半期純利益 334,433 501,604

法人税、住民税及び事業税 107,059 169,787

法人税等調整額 36,051 23,631

法人税等合計 143,111 193,419

少数株主利益 476 1,425

四半期純利益 190,846 306,760
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 334,433 501,604

減価償却費 236,441 191,840

のれん償却額 4,790 4,914

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,067 △674

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,769 △57,645

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,276 7,485

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,731 △17,796

受取利息及び受取配当金 △14,936 △12,479

為替差損益（△は益） △1,399 △5,282

持分法による投資損益（△は益） △27,857 △20,731

持分変動損益（△は益） 2,189 －

有形固定資産売却損益（△は益） △199 －

有形固定資産除却損 1,437 573

投資有価証券売却損益（△は益） － △12,078

投資有価証券評価損益（△は益） 12,053 －

ゴルフ会員権評価損 5,757 －

売上債権の増減額（△は増加） 64,777 △432,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △210,544 25,475

仕入債務の増減額（△は減少） 153,585 546,671

未払金の増減額（△は減少） △7,731 21,641

未払費用の増減額（△は減少） △11,333 1,628

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,165 △7,956

その他 △39,682 △13,221

小計 420,653 721,799

利息及び配当金の受取額 79,631 40,890

法人税等の支払額 △232,142 △57,869

法人税等の還付額 － 39,755

営業活動によるキャッシュ・フロー 268,142 744,576
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（単位：千円）

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) 

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 △83,140 △20,926

有形固定資産の売却による収入 1,000 －

無形固定資産の取得による支出 △200 －

投資有価証券の取得による支出 △6,014 △4,192

投資有価証券の売却による収入 － 14,553

定期預金の預入による支出 △1,480,000 △3,940,000

定期預金の払戻による収入 600,000 3,940,000

関係会社株式の取得による支出 △123,699 －

貸付金の回収による収入 1,046 266

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,091,009 △10,300

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △102,229 △48,300

配当金の支払額 △170,359 △133,821

財務活動によるキャッシュ・フロー △272,588 △182,121

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,964 4,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,104,419 556,885

現金及び現金同等物の期首残高 2,070,708 1,059,534

現金及び現金同等物の四半期末残高 966,288 1,616,420
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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） 

 連結子会社のうち互応物流㈱は、専ら当社製品の倉庫管理並びに運送業務にたずさわっております。また、ゴ

オウインドネシアケミカル㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売に従事しており、化学工業製品の製造・販

売のみの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は記載しておりません。 

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） 

 連結子会社のうち互応物流㈱は、専ら当社製品の倉庫管理並びに運送業務にたずさわっております。また、ゴ

オウインドネシアケミカル㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売に従事しており、化学工業製品の製造・販

売のみの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は記載しておりません。  

  

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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報は記

載しておりません。 

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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報は記

載しておりません。  

  

  

 （注）１．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。 

２．国又は地域の区分の方法………地理的近接度による。 

３．アジアに属する主な国又は地域………香港、中国、台湾、韓国、マレーシア等 

  その他の地域に属する国又は地域………ハンガリー、トルコ、スペイン等   

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔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  その他の地域  計  

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,722,376   105,101   1,827,478  

Ⅱ 連結売上高（千円）        5,421,675  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  31.8   1.9   33.7  

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  その他の地域  計  

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,648,732   108,385   1,757,118  

Ⅱ 連結売上高（千円）        4,999,108  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  33.0   2.1   35.1  

（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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販売の状況 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 なお、当社グループは単一セグメントであり、事業の種類別セグメントを記載しておりませんので用途区分によ

る部門別に記載しております。 

  

  

６．その他の情報

区分 

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） 

販売金額（千円） 構成比（％） 販売金額（千円） 構成比（％） 

電子産業用  2,135,437  39.4  1,856,793  37.2

繊維用  1,037,313  19.1  802,116  16.0

化粧品用  468,582  8.6  526,800  10.5

製紙・印刷関連用  757,920  14.0  787,334  15.8

その他工業用  953,278  17.6  970,082  19.4

小計  5,352,530  98.7  4,943,125  98.9

商品  69,145  1.3  55,983  1.1

合計  5,421,675  100.0  4,999,108  100.0
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