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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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10月期第1四半期 6,461 △3.2 876 33.4 982 38.5 691 126.9
21年10月期第1四半期 6,675 ― 657 ― 709 ― 304 ―

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10月期第1四半期 15.32 ―
21年10月期第1四半期 6.75 ―

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10月期第1四半期 42,169 32,220 69.6 650.85
21年10月期 42,253 31,798 68.5 641.68

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  29,362百万円 21年10月期  28,951百万円

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10月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年10月期 ―
22年10月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

11,000 △5.2 850 △23.7 950 △23.3 500 △20.3 11.08

通期 23,000 6.9 750 △16.2 1,000 △11.0 450 20.6 9.97
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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、3ページ【定性的情報・財務諸表】 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 
上記業績予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれています。従いまして、実際の業績は、業況の変化な
どにより業績予想値と乖離する結果となりうることをご承知おきください。 

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10月期第1四半期 51,849,917株 21年10月期  51,849,917株
② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  6,735,847株 21年10月期  6,731,183株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 45,115,979株 21年10月期第1四半期 45,128,504株
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【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 

  当社グループの主要部門であります農薬原体部門は季節的要因が著しく、第 1 四半期の売上高、利益

面において、他の四半期に比べ相対的に高水準になる特徴があります。 

当第 1 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外の経済政策により持ち直しつつあるものの、

企業の設備投資や個人消費等の伸び悩みにより、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、中期的視点に立った投資計画の策定、原材

料費の削減努力、新製品の上市に向けての調達手段の最適化と顧客への能動的活動の徹底による競争力

の確保に努めました。 

  

その結果、当第 1 四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高 64 億 6 千 1 百万円

（前年同期比 2 億 1 千 4 百万円減）、営業利益 8 億 7 千 6 百万円（前年同期比 2 億 1 千 9 百万円増）、経

常利益 9 億 8 千 2 百万円（前年同期比 2 億 7 千 3 百万円増）、四半期純利益は 6 億 9 千 1 百万円（前年同

期比 3 億 8 千 6 百万円増）となりました。 

 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

（1） 資産、負債および純資産の状況 

当第1四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べて8千4百万円減の421

億6千9百万円となりました。 

流動資産の残高は、売掛金の増加により、214億7千4百万円となりました。 

固定資産の残高は、206億9千4百万円となりました。 

流動負債の残高は、支払手形および設備関係支払手形等の減少により、73億4千1百万円となり

ました。 

固定負債の残高は、26億7百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて 4 億 2 千 1 百万円増の 322 億 2

千万円となりました。 

（2） キャッシュ・フローの状況 

当第 1 四半期連結会計期間末における現金および現金同等物は、前連結会計年度末と比較して 2 億

5 千 7 百万円減少して 48 億 2 千 4 百万円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

  当第 1 四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半

期純利益の増加等を主な要因として 6 億 9 千 4 百万円の収入となりました。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

  当第 1 四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取

得による支出を主な要因として 7 億 2 百万円の支出となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

  当第 1 四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払を主

な要因として 2 億 4 千 7 百万円の支出となりました。 

 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

   連結業績予想につきましては、平成 21 年 12 月 15 日に公表しました予想と変更はありませんが、実

際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に

関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示する予定でおります。 

 

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移動） 

     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 
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1. 簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

2. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

（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 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,890 5,117

受取手形及び売掛金 7,349 6,231

有価証券 545 646

商品及び製品 4,403 4,996

仕掛品 1,768 1,766

原材料及び貯蔵品 1,230 1,191

繰延税金資産 409 388

その他 877 1,001

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 21,474 21,339

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,417 10,394

機械装置及び運搬具 30,435 30,399

土地 3,761 3,761

その他 2,332 2,249

減価償却累計額 △36,578 △36,217

有形固定資産合計 10,369 10,587

無形固定資産 35 37

投資その他の資産   

投資有価証券 9,134 9,174

繰延税金資産 412 412

その他 752 712

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 10,289 10,289

固定資産合計 20,694 20,914

資産合計 42,169 42,253

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,365 2,973

短期借入金 1,470 1,490

未払法人税等 354 75

賞与引当金 143 383

その他 2,008 2,932

流動負債合計 7,341 7,855

固定負債   

退職給付引当金 1,206 1,171

役員退職慰労引当金 344 334
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

繰延税金負債 1,031 1,068

その他 24 24

固定負債合計 2,607 2,599

負債合計 9,948 10,454

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,764 2,764

資本剰余金 5,147 5,147

利益剰余金 21,333 20,848

自己株式 △1,632 △1,631

株主資本合計 27,613 27,130

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,890 1,948

為替換算調整勘定 △141 △127

評価・換算差額等合計 1,748 1,821

少数株主持分 2,857 2,846

純資産合計 32,220 31,798

負債純資産合計 42,169 42,253
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 6,675 6,461

売上原価 4,986 4,602

売上総利益 1,688 1,858

販売費及び一般管理費 1,031 981

営業利益 657 876

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 34 32

受取賃貸料 8 10

持分法による投資利益 27 51

その他 17 34

営業外収益合計 90 132

営業外費用   

支払利息 5 3

為替差損 30 1

休止設備関連費用 － 20

その他 2 1

営業外費用合計 38 26

経常利益 709 982

特別利益   

受取補償金 － 96

特別利益合計 － 96

特別損失   

固定資産除却損 4 10

投資有価証券評価損 2 －

たな卸資産評価損 219 －

特別損失合計 226 10

税金等調整前四半期純利益 482 1,068

法人税等 162 334

少数株主利益 14 42

四半期純利益 304 691
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１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 482 1,068

減価償却費 325 380

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6 34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44 10

賞与引当金の増減額（△は減少） △236 △240

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

受取利息及び受取配当金 △37 △36

支払利息 5 3

持分法による投資損益（△は益） △27 △51

売上債権の増減額（△は増加） △888 △1,118

たな卸資産の増減額（△は増加） 336 552

仕入債務の増減額（△は減少） 64 391

前払年金費用の増減額（△は増加） 9 1

その他 80 △254

小計 63 741

利息及び配当金の受取額 38 35

利息の支払額 △5 △3

法人税等の支払額 △303 △78

営業活動によるキャッシュ・フロー △206 694

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △30

有価証券の償還による収入 － 100

有形固定資産の売却による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △725 △772

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △724 △702

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） △40 △20

自己株式の売却による収入 1 －

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △210 △210

少数株主への配当金の支払額 △15 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △267 △247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,205 △257

現金及び現金同等物の期首残高 5,079 5,081

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,873 4,824
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(4) 継続企業に関する注記
　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1四半期連結累計期間　（自　平成20年11月1日　至　平成21年1月31日)

　　当社グループは、有機化学工業品の製造・販売を主事業とする専業メーカーであり、全セ
　  グメントの売上高の合計額、営業利益の合計額に占める｢有機化学工業品｣の割合がいず
　　も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　当第1四半期連結累計期間　（自　平成21年11月1日　至　平成22年1月31日)

　　当社グループは、有機化学工業品の製造・販売を主事業とする専業メーカーであり、全セ
　  グメントの売上高の合計額、営業利益の合計額に占める｢有機化学工業品｣の割合がいず
　　も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】
　前第1四半期連結累計期間　（自　平成20年11月1日　至　平成21年1月31日)

　　当社は、本邦以外の国・地域に所在する子会社及び重要な支店がないため、所在地別セ
　　メント情報の開示を省略しております。

　当第1四半期連結累計期間　（自　平成21年11月1日　至　平成22年1月31日)

　　当社は、本邦以外の国・地域に所在する子会社及び重要な支店がないため、所在地別セ
　　メント情報の開示を省略しております。

【海外売上高】
　　海外売上高および連結売上高に占める海外売上高の割合は次のとおりです。

　前第１四半期連結累計期間(自　平成20年11月1日　至　平成21年1月31日)

米州 欧州
アジア

アフリカ州
太洋州 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 1,162 1,848 811 ― 3,822
Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― ― 6,675
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

17.4 27.7 12.2 ― 57.3

 　　　　　　(注)　　1　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　　　　　　　　  （1）米州・・・・・・・・・・・・・アメリカ、カナダ、ブラジル、コロンビア
　　　　　　　　　 　　 （2）欧州・・・・・・・・・・・・・イギリス、フランス、ドイツ、イタリア
　　　　　　　　　　　  （3）アジア・アフリカ州・・・韓国、中国、ベトナム、インド、エジプト、タイ
　　　　　　　　　　　  （4）太洋州・・・・・・・・・オーストラリア
　　　   　　　　　　  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
　　　　　　　　　　　　　　る売上高であります。

　当第１四半期連結累計期間(自　平成21年11月1日　至　平成22年1月31日)

米州 欧州
アジア

アフリカ州
太洋州 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 1,507 684 903 444 3,540
Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― ― 6,461
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

23.3 10.6 14.0 6.9 54.8

 　　　　　　(注)　　1　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　　　　　　　　  （1）米州・・・・・・・・・・・・・アメリカ、カナダ、ブラジル、コロンビア
　　　　　　　　　 　　 （2）欧州・・・・・・・・・・・・・イギリス、フランス、ドイツ、イタリア
　　　　　　　　　　　  （3）アジア・アフリカ州・・・韓国、中国、ベトナム、インド、エジプト、タイ
　　　　　　　　　　　  （4）太洋州・・・・・・・・・オーストラリア
　　　   　　　　　　  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
　　　　　　　　　　　　　　る売上高であります。

（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。

     　　　  　  　　 2  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

     　　　  　  　　 2  本邦以外の区分に属する主な国又は地域
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