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1.  平成22年11月期第1四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年2月28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11月期第1四半期 11,486 6.2 12 ― 11 ― △25 ―

21年11月期第1四半期 10,812 ― △163 ― △223 ― △191 ―

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11月期第1四半期 △1.05 ―

21年11月期第1四半期 △7.96 ―

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11月期第1四半期 31,313 11,250 35.9 467.48
21年11月期 30,744 11,304 36.8 469.74

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  11,250百万円 21年11月期  11,304百万円

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11月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年11月期 ―

22年11月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30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

24,800 8.9 140 ― 250 ― 110 ― 4.57

通期 50,600 5.5 530 76.2 720 724.8 350 ― 14.54



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 

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及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後 
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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11月期第1四半期 24,293,117株 21年11月期  24,293,117株

② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  227,810株 21年11月期  226,969株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第1四半期 24,065,884株 21年11月期第1四半期 24,071,789株



 当第1四半期連結累計期間（平成21年12月1日～平成22年2月28日）におけるわが国経済は、一部景気に持ち直しの

動きが見られたものの、所得環境・設備投資や雇用情勢は依然として厳しく、デフレの影響も懸念されるなど、先行

き不透明な状況が続くことが予測されます。 

このような状況のもと、当社グループでは、多様化・高度化する顧客ニーズや各事業における経営環境の変化への

対応をすべく、当社グループ総合力の強化に向けた事業活動と組織改革、効率化の推進に取り組んでまいりました。

  この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は１１４億８千６百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益は１千２

百万円（前年同期は１億６千３百万円の営業損失）、経常利益は１千１百万円（前年同期は２億２千３百万円の経常

損失）、四半期純損失は２千５百万円（前年同期は１億９千１百万円の四半期純損失）となりました。   

  

 次に事業の種類別セグメントの概況につきご報告申し上げます。 

  

医薬品事業 

  医療用医薬品は、主力の外皮用剤・緩下剤は積極的に調剤薬局の開拓に注力した結果、順調に推移いたしました。

一方、速乾式手指消毒剤、含嗽(がんそう)剤は低調に推移いたしました。 

 一般用医薬品は、連結子会社の新製品が伸長いたしましたが、かぜ・うがい薬などの風邪関連商品やマスクを主力

品とする花粉症関連商品が天候の影響を受け低調に推移し、また、インフルエンザの終息により関連商品は低調に推

移いたしました。  

 この結果、当事業全体の売上高は４０億４千３百万円（同3.7％減）、営業損失は１億５百万円（前年同期は１億

６千９百万円の営業損失）となりました。   

  

医薬・香粧原料事業 

  医療用医薬品原料は、顧客の在庫調整の影響を受け、主力の解熱鎮痛剤原料は低調に推移いたしました。一方、ジ

ェネリック医薬品原料は、後発品使用促進策により順調に推移いたしました。一般用医薬品原料は、インフルエンザ

の下火に伴い消毒剤・うがい薬原料および連結子会社の解熱鎮痛剤原料が低調に推移いたしました。血管収縮剤は、

円高の影響を受け、また、ビタミンＢ２誘導体は、海外メーカーとの価格競争の激化により、低調に推移いたしまし

た。 

 健康食品原料は、関節・美容・アイケア製品に関連する原料を大手通信販売メーカー及び製剤加工メーカーなどに

注力した営業展開により、前年を上回る結果となりました。 

 香粧原料は、主力ユーザー向けを中心に、全般的に荷動きが鈍く主力原料を含め低調に推移いたしましたが、一部

の受託加工品や輸入製品の販売は好調に推移いたしました。  

 この結果、当事業全体の売上高は４２億４千４百万円（同3.7％増）、営業利益は２億２千５百万円（同5.5％減）

となりました。    

  

化成品事業 

関連会社のめっき薬品は、韓国・台湾企業向け輸出や中国をはじめ、アジア諸国に製造拠点を置く日系企業向け

の輸出は回復基調にあります。一方、プリント配線板・電子部品・半導体関連の国内企業は、生産拠点の統廃合や海

外シフトが進行し需要の減少が続いています。 

また、表面処理薬品向けや樹脂用添加剤は低調に推移いたしましたが、輸入品を中心とした化学品原料の溶剤関

連原料は好調でした。連結子会社の医薬品中間体は、市場の価格競争の激化により受託加工は大幅に落ち込みました

が、ポリマー重合触媒は大幅に伸長いたしました。  

 この結果、当事業全体の売上高は２２億１千８百万円（同42.1％増）、営業利益は１千８百万円（前年同期は５千

４百万円の営業損失）となりました。   

  

食品原料事業 

関連会社製品は、即席麺市場へのエキス系天然調味料が一部で回復基調にあるものの、製菓・製パン向け果汁パ

ウダーの低調や、粉末加工に関わる受託ビジネスの不振により、全般的な回復には至りませんでした。 

 輸入原料は、乾燥ポテト、トマトパウダー、乾燥メンマなどの農産加工品が、スナック菓子製品や家庭用インスタ

ント製品向けに伸長したものの、酵母エキスは、原料の糖蜜価格の高騰により需要が減少し、前年を下回りました。

 この結果、当事業全体の売上高は９億７千９百万円（同2.2％増）、営業利益は２千９百万円（同11.6％減）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



  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産額３１３億１千３百万円（前連結会計年度末比５

億６千９百万円増）、負債合計２００億６千３百万円（同６億２千４百万円増）、純資産は１１２億５千万円（同５

千４百万円減）となりました。総資産の増加の主な理由は、現金及び預金の減少１億４千万円、受取手形及び売掛金

の増加２億７千１百万円、たな卸資産の増加４億４千８百万円によるものです。負債合計増加の主な理由は短期借入

金の増加９億円、未払費用の減少３億４千５百万円によるものです。純資産の減少の主な理由は利益剰余金の減少９

千７百万円、その他有価証券評価差額金の増加４千７百万円によるものです。 

  

キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは減少、投資活動によるキャッシュ・フローは減少、財務活動によるキャッシュ・フローは増加、これに

現金及び現金同等物に係る換算差額を加えた全体で１億４千万円の減少となり、当第１四半期連結累計期間末におけ

る資金残高は１５億３千９百万円（前年同四半期比8.5％増）となりました。当第１四半期連結累計期間における各

キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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１四半期連結累計期間において営業活動により減少した資金は８億９千万円（前年同四半期比８億２千５百万

円減）となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純利益５千万円、売上債権の増加額２億７千１百万円、た

な卸資産の増加額４億４千８百万円、法人税等の支払額２億１千７百万円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１四半期連結累計期間における投資活動により減少した資金は３千万円（前年同四半期比５千６百万円増）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２千２百万円、無形固定資産の取得による支出７百万円

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１四半期連結累計期間における財務活動により増加した資金は７億８千３百万円（前年同四半期比６億９千３

百万円増）となりました。これは、主に、短期借入金の増加額９億円と長期借入金の返済による支出６千万円と配当

金の支払額５千２百万円等によるものであります。 

   

  平成22年11月期の業績予想につきましては、平成22年1月15日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

  該当事項はありません。  

  

①たな卸資産の実地棚卸の省略  

当第１四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前連結会計年度末に係る実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

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。 

   

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



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１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,539,168 1,679,861

受取手形及び売掛金 14,299,842 14,028,449

商品及び製品 3,120,819 2,841,321

仕掛品 705,711 621,034

原材料及び貯蔵品 435,296 350,912

その他 581,273 536,655

貸倒引当金 △65,147 △42,603

流動資産合計 20,616,965 20,015,631

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,756,086 5,694,344

減価償却累計額 △3,769,814 △3,731,167

建物及び構築物（純額） 1,986,271 1,963,176

機械装置及び運搬具 6,211,258 6,217,765

減価償却累計額 △5,679,983 △5,652,081

機械装置及び運搬具（純額） 531,274 565,684

土地 2,534,279 2,534,279

その他 1,038,118 1,073,750

減価償却累計額 △840,732 △834,312

その他（純額） 197,386 239,437

有形固定資産合計 5,249,212 5,302,578

無形固定資産 315,435 356,963

投資その他の資産   

投資有価証券 4,279,415 4,199,329

その他 956,106 948,092

貸倒引当金 △103,738 △78,423

投資その他の資産合計 5,131,782 5,068,998

固定資産合計 10,696,430 10,728,540

資産合計 31,313,395 30,744,171



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,238,893 12,250,745

短期借入金 4,640,000 3,740,000

未払費用 520,784 866,770

未払法人税等 114,859 227,628

その他 451,009 241,210

流動負債合計 17,965,547 17,326,354

固定負債   

長期借入金 920,000 980,000

退職給付引当金 675,878 655,621

その他 501,937 477,312

固定負債合計 2,097,815 2,112,933

負債合計 20,063,363 19,439,288

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,572,382 2,572,382

資本剰余金 2,088,222 2,088,222

利益剰余金 6,479,829 6,577,519

自己株式 △54,052 △53,857

株主資本合計 11,086,381 11,184,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 214,764 167,361

繰延ヘッジ損益 △7,311 △8,462

為替換算調整勘定 △43,801 △38,283

評価・換算差額等合計 163,650 120,616

純資産合計 11,250,032 11,304,883

負債純資産合計 31,313,395 30,744,171



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 10,812,341 11,486,403

売上原価 9,266,508 9,810,547

売上総利益 1,545,833 1,675,855

販売費及び一般管理費 1,708,837 1,663,607

営業利益又は営業損失（△） △163,003 12,248

営業外収益   

受取利息 447 312

受取配当金 8,860 8,689

持分法による投資利益 － 25,889

受託研究収入 22,168 －

その他 39,106 28,920

営業外収益合計 70,583 63,812

営業外費用   

支払利息 19,626 12,778

持分法による投資損失 98,617 －

貸倒引当金繰入額 － 39,000

その他 12,824 12,489

営業外費用合計 131,068 64,268

経常利益又は経常損失（△） △223,488 11,792

特別利益   

クレーム補償金 － 12,196

作業くず売却益 － 51,980

投資有価証券売却益 344 －

特別利益合計 344 64,176

特別損失   

減損損失 － 24,571

固定資産処分損 59 908

投資有価証券評価損 5,566 －

特別損失合計 5,626 25,479

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△228,770 50,489

法人税、住民税及び事業税 27,905 116,981

法人税等調整額 △64,972 △41,189

法人税等合計 △37,066 75,791

四半期純損失（△） △191,704 △25,302



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△228,770 50,489

減価償却費 120,304 122,044

持分法による投資損益（△は益） 98,617 △25,889

減損損失 － 24,571

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,713 20,257

貸倒引当金の増減額（△は減少） 113,469 47,858

受取利息及び受取配当金 △9,308 △9,002

支払利息 19,626 12,778

売上債権の増減額（△は増加） 1,579,235 △271,392

たな卸資産の増減額（△は増加） △219,895 △448,559

仕入債務の増減額（△は減少） △1,349,385 △11,852

未払費用の増減額（△は減少） △394,240 △345,491

その他 175,652 144,099

小計 △63,981 △690,088

利息及び配当金の受取額 36,897 30,149

利息の支払額 △18,695 △13,272

法人税等の支払額 △19,123 △217,548

営業活動によるキャッシュ・フロー △64,903 △890,760

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 △57,187 △22,299

無形固定資産の取得による支出 △24,429 △7,565

投資有価証券の取得による支出 △7,565 △2,576

その他 1,906 1,607

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,275 △30,833

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） 200,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △60,000 △60,000

配当金の支払額 △48,190 △52,664

その他 △1,465 △3,723

財務活動によるキャッシュ・フロー 90,343 783,611

現金及び現金同等物に係る換算差額 441 △2,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,394 △140,693

現金及び現金同等物の期首残高 1,479,601 1,679,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,418,206 1,539,168



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

 （注）  事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 事業は製品の種類及び販売経路の類似性によりセグメンテーションしております。 

   

当第１四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28日） 

 （注）  事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 事業は製品の種類及び販売経路の類似性によりセグメンテーションしております。 

  

（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〕

  
医薬品 
（千円） 

医薬・香
粧原料 
（千円） 

化成品
（千円） 

食品原料
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1) 外部顧客に対する売

上高 
 4,198,407  4,094,401  1,561,066  958,466  10,812,341 －  10,812,341

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －     132,217 － －  132,217 (132,217) － 

計  4,198,407  4,226,618  1,561,066  958,466  10,944,559 (132,217)  10,812,341

営業利益（又は営業損失）  △169,567  238,904  △54,166  33,566  48,737 (211,740)  △163,003

事業区分 主要な製品

医薬品 医療用、一般用、動物用及び体外診断用医薬品、検査用試薬 

医薬・香粧原料 医薬品原料、香粧原料 

化成品 電子工業用薬品、表面処理薬品、化成品 

食品原料 天然調味料、乾燥野菜、乳製品、果実・茶の加工品 

  
医薬品 
（千円） 

医薬・香
粧原料 
（千円） 

化成品
（千円） 

食品原料
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1) 外部顧客に対する売

上高 
 4,043,907  4,244,061  2,218,882  979,551  11,486,403 －  11,486,403

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －     101,997 － －  101,997 (101,997) － 

計  4,043,907  4,346,059  2,218,882  979,551  11,588,400 (101,997)  11,486,403

営業利益（又は営業損失）  △105,243  225,733  18,740  29,683  168,913 (156,665)  12,248

事業区分 主要な製品  

医薬品 医療用、一般用、動物用及び体外診断用医薬品、検査用試薬 

医薬・香粧原料 医薬品原料、香粧原料 

化成品 電子工業用薬品、表面処理薬品、化成品 

食品原料 天然調味料、乾燥野菜、乳製品、果実・茶の加工品 



  

  前第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日）及び当第１四半期連結累計期間(自平

成21年12月１日 至平成22年２月28日)において四半期報告書提出会社及び連結子会社は、同一の本国に所在し本

邦以外の国又は地域に所在する連結子会社の売上がないため、該当事項はありません。 

    

  前第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日）及び当第１四半期連結累計期間(自平

成21年12月１日 至平成22年２月28日)の海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しておりま

す。 

    

 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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