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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 6,884 △20.0 97 ― △252 ― △260 ―
21年3月期 8,609 ― △176 ― △451 ― △466 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当た
り当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △15.70 ― △7.8 △1.9 1.4
21年3月期 △28.11 ― △12.4 △3.5 △2.1
（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 13,017 3,223 24.8 194.45
21年3月期 13,407 3,478 25.9 209.82
（参考） 自己資本  22年3月期  3,217百万円 21年3月期  3,478百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 548 △128 △734 1,546
21年3月期 △890 △135 2,038 1,861

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
累計期間

4,300 51.3 120 ― 30 ― 20 ― 1.21

通期 8,700 26.4 290 198.1 100 ― 90 ― 5.43
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

【(注）詳細は、22ページ「表示方法の変更」をご覧ください。】 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

【（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。】 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 16,623,613株 21年3月期 16,623,613株
② 期末自己株式数 22年3月期 48,346株 21年3月期 45,627株

※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予想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異なる可能性があります。 
 実際の業績等に影響を与える可能性のある要因には、「【定性的情報・財務諸表等】１．経営成績（４）事業等のリスク」に記載のとおりであります。 
 なお、業績等に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度における世界経済及びわが国経済は、上半期において、一昨年秋からの世界同時不況の影響が色濃く残

り低調に推移しておりましたが、世界各国の経済対策と中国、インド、ブラジル等の新興国に牽引され、下半期に入

って以降、米国は緩やかな回復基調となり、欧州経済も底入れするなどの回復の兆しがでてきました。しかしながら

世界同時不況の落ち込みの速さと大きさに比べて回復の足取りは重く、全般的には厳しい状況で推移いたしました。

 当社の属する化学業界は、国内外経済の回復傾向に加え、世界の自動車産業の回復傾向により、その 悪期を脱し

下半期以降は受注量が徐々に増加する移行期となっていますが、通期ベースでは、ピーク時の６割程度であり、大変

厳しい経営環境となりました。  

 このような状況下、当事業年度の売上高につきましては、主力の紫外線吸収剤及びその他の添加剤・化成品等が下

半期以降回復基調で推移いたしましたものの、全般的には上半期における世界同時不況の影響による販売不振などの

マイナス要因が大きく、前年同期比1,725百万円減の6,884百万円となりました。 

 利益面につきましては、一昨年12月より実施しております経営改善効果等により、営業利益は97百万円を計上いた

しましたが、売上不振による在庫調整のため、一部の工場を休止したことに伴う生産休止費用224百万円を営業外費

用に計上したことにより、252百万円の経常損失となり、当期純損失は260百万円となりました。 

  

事業別の業績は次のとおりであります。 
  
（化学品事業） 

 当第４四半期会計期間の売上高は、主力の紫外線吸収剤が国内外の経済回復傾向に加え、世界の自動車産業の回復

傾向に伴い、前年同期比799百万円増の1,445百万円(前年同期比123.7％増)を計上したことを受け、全体では同400百

万円増の1,965百万円（同25.6％増）を計上いたしました。 

 しかしながら、当事業年度においては、上半期の世界同時不況の影響による販売不振により、紫外線吸収剤では同

628百万円減の4,132百万円（同13.2％減）、写真薬中間体では同512百万円減の301百万円（同62.9％減）と全体で同

1,602百万円減の5,932百万円（同21.3％減）となりました。  
  
（ホーム産業事業） 

 第４四半期会計期間の売上高は、国内景気が回復傾向となってきたものの、新設住宅着工戸数は減少傾向が続き、

木材保存薬剤では前年同期比5百万円減の146百万円（前年同期比3.8％減）にとどまったことを受け、全体では同8百

万円減の172百万円（同4.5％減）となりました。 

 当事業年度においては、ＤＩＹ商品のホームセンター向け販売縮小や木材保存薬剤の一部低採算品目の販売抑制な

どにより、全体では同122百万円減の951百万円（同11.4％減）となりました。 
  

 （注）金額は消費税等を含んでおりません。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績

（品目別販売実績）       （単位：千円、％）

事業別 
     期別 

区分 

前事業年度 当事業年度 
増  減 

平成21年３月期 平成22年３月期 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 

化学品事業 

紫外線吸収剤 4,760,792 55.3 4,132,097 60.0 △628,694

写真薬中間体 814,288 9.5 301,701 4.4 △512,587

電子材料 148,110 1.7 257,630 3.8 109,520

製紙用薬剤 253,895 3.0 254,232 3.7 337

酸化防止剤 131,818 1.5 208,635 3.0 76,817

防錆剤 41,773 0.5 41,162 0.6 △611

染顔料中間体 88,869 1.0 35,277 0.5 △53,592

その他 1,296,126 15.0 702,008 10.2 △594,118

（小  計） 7,535,675 87.5 5,932,745 86.2 △1,602,929

ホーム産業事業 

木材保存薬剤 823,651 9.6 793,281 11.5 △30,370

ＤＩＹ商品 122,140 1.4 63,532 0.9 △58,608

その他 128,286 1.5 94,484 1.4 △33,802

（小  計） 1,074,078 12.5 951,298 13.8 △122,780

合    計 8,609,754 100.0 6,884,044 100.0 △1,725,710
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 （次期の見通し） 

 世界経済及びわが国経済が回復傾向であることに加え、自動車産業が回復しつつあることを踏まえ、当社の平成23

年３月期の業績見通しについては、主力製品の紫外線吸収剤をはじめとした各種添加剤・化成品関連の販売回復並び

に経営改善諸施策の継続的実施による経費削減・コスト削減効果を見込んでおり、第2四半期累計期間では売上高

4,300百万円、営業利益120百万円、経常利益30百万円、四半期純利益20百万円、通期では売上高8,700百万円、営業

利益290百万円、経常利益100百万円、当期純利益90百万円を見込んでおります。  

  

(2）財政状態に関する分析 

 （資産、負債及び純資産の状況）  

当事業年度（以下「当期」という）の総資産は、前事業年度末（以下「前期末」という）比390百万円減少し、

13,017百万円となりました。流動資産は同136百万円減少の7,678百万円、固定資産は同275百万円減少の5,316百万

円となりました。 

流動資産の減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が354百万円増加いたしましたが、現金及び預金が314百万

円、たな卸資産が143百万円それぞれ減少したことによるものであり、固定資産の減少の主な要因は減価償却費の進

行に伴い、有形固定資産が220百万円、無形固定資産が34百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

当事業年度の負債は前期末比135百万円減少し9,794百万円となりました。流動負債は同359百万円増加の7,273百

万円、固定負債は同494百万円減少の2,520百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が472百万円、短期借入金が100百万円それぞれ増加いたしま

したが,１年内返済予定の長期借入金が284百万円減少したことによるものであり、固定負債の減少の主な要因は社

債が250百万円増加いたしましたが長期借入金が688百万円減少したとによるものであります。 

当事業年度の純資産は前期末比255百万円減少し、3,223百万円となりました。この減少の主な要因は、当期純損

失260百万円の計上により、利益剰余金が減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前期末の25.9%から24.8%となりました。 
  
（キャッシュ・フローの状況） 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、減価償却費、仕入債務の増加、社債の発行な

どの増加要因がありましたが、長期借入金の返済に加え、税引前当期純損失の計上や売上債権の増加等の減少要因が

ありましたことから前事業年度末に比し314百万円減少し、1,546百万円となりました。 

 当事業年度中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）  

営業活動の結果得られた資金は、548百万円（前年同期は890百万円の使用）となりました。 

これは主に税引前当期純損失が252百万円計上されたこと並びに売上債権が354百万円増加いたしましたが、減価

償却費が371百万円計上されたことに加え、仕入債務が472百万円増加したこと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）  

投資活動の結果使用した資金は、128百万円（前年同期比7百万円減）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が148百万円計上されたこと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）  

財務活動の結果使用した資金は、734百万円（前年同期は2,038百万円の確保）となりました。 

これは主に長期借入れによる収入200百万円及び社債の発行による収入223百万円がありましたが、長期借入金の

返済による支出1,172百万円が計上されたことによるものであります。 
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移）  
  

自己資本比率            ：自己資本／総資産  

時価べースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：キャッシュ・フロー／利払い  

（注）１. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

２. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

３. 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として  

おります。  

  

 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、経営環境、業績、将来の事業展開等を総合的に勘案した上で、財務体質の強化を図りつつ、安定的かつ継

続的に配当を行うことを基本方針としております。  

なお、当期の期末配当につきましては、業績を鑑み無配とさせていただきます。また、次期の期末配当につきま

しても、遺憾ながら十分な業績回復を見込める状況にはないと判断しており、引き続き財務体質の健全化を図るべ

く無配とし、内部留保の充実を図る所存であります。  

  

(4）事業等のリスク 

 事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

のようなものがあります。  

  なお、本文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、国内外の経済

情勢等によって影響を受ける可能性があり、また事業等のリスクはこれらに限定されるものではありません。 
  
1.特定販売先への依存度について 

当社の柱となる化学品事業における製品は、主力の紫外線吸収剤など各種添加剤と各種化成品により構成されてお

ります。化学品事業における販売はOEM販売が主流であり、主要顧客であるＢＡＳＦ社については総売上高の約40%の

依存関係となっております。当社にとって高い依存関係にある同社とは、主力製品である紫外線吸収剤の安定的な供

給を当社が保証する供給基本契約を取り交わしております。 

従って、ＢＡＳＦ社の販売戦略によっては、当社の業績に重要な影響を受ける可能性があります。  
  
2.原材料の市況変動について 

当社の原材料調達は主に国内での見積り合わせ方式によっておりますが、その他に国内代理店等を通じた輸入があ

り、その主なものは調達コストの安価なアジア・欧州圏であります。これらの取引先とは安定的な品質と供給量の基

本契約を取り交わしてはおりますが、政治・経済情勢の変動により供給が不安定になる可能性があります。  

また、当社が使用する原材料には原油の国際的な変動や資源輸出国の経済情勢などの影響を受けて価格変動するも

のが含まれているため、営業収益に影響を受ける可能性があります。  
  
3.法的規制について 

当社の製造する製品・消費する原材料のうち、有機化学工業薬品類は、国内においては消防法・毒劇物取締法・高

圧ガス取締法・危険物取締法・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等の規制を受けております。今後これ

らの法律が改正され規制強化された場合、製品の製造・販売などに影響を受ける可能性があります。  
  
4.環境負荷について 

当社の製造する製品の多くは、有機化学工業薬品に分類されるものであり、事業活動に伴う環境負荷に対するリス

ク管理については環境マネジメントシステムを導入し、環境評価を行い環境負荷の把握と環境リスクの低減に努めて

おります。しかしながら環境負荷が発生しないという保証はなく、環境汚染などの問題が生じた場合には、業績・財

政状態などに影響を受ける可能性があります。  

   平成18年３月期  平成19年３月期  平成20年３月期  平成21年３月期  平成22年３月期

 自己資本比率(%) 29.8   31.1 31.9 25.9  24.8 

 時価ベースの自己資

本比率(%) 
 49.8  32.5  30.8  13.1   16.6 

 キャッシュ・フロー

対有利子負債比率 
 24.1   5.0  －  －   13.6 

 インタレスト・カバ

レッジ・レシオ 
  1.9  9.7  －  －    4.1 
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5.固定資産の減損会計適用による影響について 

当社では、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この基準の適用に伴い、今後の土地等の時価や事

業環境の大幅な変動によっては、当社の業績・財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  
  
6.訴訟などの影響について 

当社では、現在係争中の訴訟事件はございませんが、将来において当社の事業活動に関して重要な訴訟が提起され

た場合には、当社の業績・財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

1.重要事象等が存在する旨及びその内容 

 当社は、前事業年度末において、営業キャッシュ・フローが２期連続のマイナスの状況となっておりましたが、下

半期における売上高の回復基調と経営改善効果の結果、当事業年度末においては、548百万円のプラスに改善するこ

とができました。 

 しかしながら、当事業年度は世界同時不況の影響による大幅な売上高減少に伴い、経常損失252百万円、当期純損

失260百万円となり、２期連続経常損失及び当期純損失を計上する状況となっております。従いまして、当社には継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 当該事象を解消すべく「当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象を解消し、又は改善するため

の対応策」に記載のとおり当社としての対策を引き続き講じることにより、当該事象又は状況を解消できる見込みで

あるため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないと判断しております。 
   
2.当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象を解消し、又は改善するための対応策 

 当社の属する化学業界は、世界的景気回復の不透明感から緩やかながら脱しつつあり、自動車産業をはじめ、徐々

に回復傾向が顕著となってきております。そのような状況下、当事業年度の下半期（平成21年10月～平成22年3月）

における利益面は、経常利益39百万円、当期純利益34百万円を計上することができ、黒字転換の基調となってまいり

ました。 

 この傾向を受け、前事業年度に引き続き、主力製品の紫外線吸収剤とその他主力製品等の販売チャンネルの拡大等

販売強化に取り組むとともに、経営改善として①役員報酬の削減、②賃金・給与カットや嘱託者の契約打ち切り等に

よる人件費削減、③在庫の削減、④旅費交通費・交際費等の販売管理費の大幅削減、⑤生産工程見直しによる生産効

率向上等を継続して実施しており、また、①営業人員の増員による販売体制の強化、②新規添加剤の開発促進及び積

極的な受託活動の推進、③電子材料関連の販売促進並びに技術革新も実施しており、次期の営業キャッシュ・フロー

並びに営業利益、経常利益、当期純利益は相応にプラスとなるように 大限の努力をしていく所存であります。  
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 関連会社にはハリマトランジット株式会社の１社がありますが、企業規模並びに取引関係ともに重要性が乏しいため、記載を省

略しております。 

  

   

(1）会社の経営の基本方針 

事業環境の変化に迅速かつ適切に対応するとともに、常に創造的革新に挑戦し、技術に支えられた高品質の製品

をもって顧客に大きな満足を提供すること及び自然環境との調和を図り、環境保全活動を効果的かつ継続的に推進

して環境にやさしい会社を目指すこと、これにより業界はもとより広く産業の発展、社会の発展に寄与するととも

に、企業基盤の支えとなる株主をはじめ、すべてのステークホルダーの信頼と期待に応えることを経営の基本とし

ております。  

  

 (2）目標とする経営指標 

当社は、経営方針に基づき生産性の向上と永続的な利益の確保を経営目標としております。経営指標としては、

株主利益重視の観点からＲＯＥ（株主資本利益率）と事業収益力の向上を目指し売上高経常利益率を重視しており

ます。  

  

 (3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は近年、収益力の向上や高機能製品の開発、付加価値の高いビジネスを展開し、将来性のある事業分野への

経営資源の集中を図り、経済市況変化への柔軟な対応が行える環境を整えることを目標とし、具体的には以下の経

営戦略を掲げております。  

①有機エレクトロ・ルミネッセンス等の電子材料関連分野でのグローバルな展開と販売強化  

②徹底したコストダウンを中心とした生産性の継続的な改善  

③研究開発への資源投入による高度な有機合成技術力の強化  

  

 (4）会社の対処すべき課題 

当社は前事業年度末において、営業キャッシュ・フローが２期連続のマイナスの状況となっておりましたが、当

事業年度下半期における売上高の回復基調と経営改善効果の結果、当事業年度末においては、548百万円のプラスに

改善することができました。  

 しかしながら、利益面につきまして前事業年度では、たな卸資産の健全化に向けて収益性の低下に伴う簿価切下げ

額480百万円を売上原価に計上した結果、営業損失176百万円、経常損失451百万円、当期純損失は466百万円と大幅な

赤字を計上し、また当事業年度におきましても世界同時不況の影響による大幅な売上高減少に伴い、経常損失252百

万円、当期純損失260百万円を計上することとなり、２期連続経常損失の状況となりました。 

当社としては、このような状況を解消すべく、前事業年度の12月から以下の経営改善施策を順次実施しておりま

す。 

①役員報酬の削減  

②役員退職慰労金制度の廃止  

③賃金・給料カットや嘱託者の契約打ち切り等による人件費削減  

④在庫の削減、生産調整による材料費の削減  

⑤旅費交通費・交際費等の販売管理費の大幅削減  

⑥生産工程見直しによる生産効率の向上  

⑦販売体制の見直し  

⑧資産処分による有利子負債の圧縮  

  

また、①営業人員の増員による販売体制の強化、②新規添加剤の開発促進及び積極的な受託活動の推進、③電子

材料関連の販売促進並びに技術革新も実施しており、次期の営業キャッシュ・フロー並びに営業利益、経常利益、

当期純利益は相応にプラスとなるように 大限の努力をしていく所存であります。 

  

 (5）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項は、ありません。 

  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,861,114 1,546,378

受取手形 116,076 164,433

売掛金 1,685,574 1,992,076

商品及び製品 3,651,209 3,537,852

仕掛品 83,030 90,045

原材料及び貯蔵品 341,029 304,081

前払費用 49,956 44,004

未収入金 39,761 15,006

立替金 117 254

その他 10,549 8,481

貸倒引当金 △23,347 △24,148

流動資産合計 7,815,074 7,678,465

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,147,277 3,146,293

減価償却累計額 △1,820,247 △1,915,010

建物（純額） 1,327,029 1,231,282

構築物 712,473 712,473

減価償却累計額 △564,436 △587,550

構築物（純額） 148,037 124,922

機械及び装置 2,696,971 2,751,738

減価償却累計額 △2,373,416 △2,483,501

機械及び装置（純額） 323,555 268,237

車両運搬具 10,776 10,776

減価償却累計額 △10,282 △10,449

車両運搬具（純額） 494 326

工具、器具及び備品 180,838 195,338

減価償却累計額 △158,464 △174,417

工具、器具及び備品（純額） 22,373 20,921

土地 2,980,462 2,980,462

リース資産 502,315 547,675

減価償却累計額 △31,706 △121,279

リース資産（純額） 470,608 426,395

有形固定資産合計 5,272,560 5,052,548
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

のれん 36,854 12,039

特許権 24,686 19,402

施設利用権 27,307 22,955

電話加入権 7,979 7,979

無形固定資産合計 96,828 62,376

投資その他の資産   

投資有価証券 113,213 97,445

関係会社株式 10,000 10,800

破産更生債権等 39,270 27,026

長期前払費用 10,510 8,824

敷金 20,508 19,597

ゴルフ会員権 6,100 4,700

その他 51,001 51,004

貸倒引当金 △27,270 △17,426

投資その他の資産合計 223,333 201,971

固定資産合計 5,592,722 5,316,897

繰延資産   

社債発行費 － 22,057

繰延資産合計 － 22,057

資産合計 13,407,797 13,017,419
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 457,850 736,615

買掛金 369,012 562,786

短期借入金 4,500,000 4,600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,147,992 863,316

リース債務 80,662 90,583

未払金 223,654 212,713

未払費用 34,967 81,161

未払法人税等 15,720 13,101

預り金 9,101 8,774

前受収益 370 370

賞与引当金 28,463 26,701

設備関係支払手形 17,178 38,755

その他 28,775 38,543

流動負債合計 6,913,746 7,273,422

固定負債   

社債 － 250,000

長期借入金 1,980,460 1,292,151

リース債務 392,133 342,773

繰延税金負債 1,775 1,016

退職給付引当金 231,555 229,095

役員退職慰労引当金 392,500 －

その他 17,176 405,820

固定負債合計 3,015,601 2,520,856

負債合計 9,929,348 9,794,278
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,155,352 2,155,352

資本剰余金   

資本準備金 1,052,562 1,052,562

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 1,052,562 1,052,562

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 280,669 20,388

利益剰余金合計 280,669 20,388

自己株式 △12,734 △13,139

株主資本合計 3,475,851 3,215,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,597 7,976

評価・換算差額等合計 2,597 7,976

純資産合計 3,478,448 3,223,141

負債純資産合計 13,407,797 13,017,419
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 8,175,032 6,362,110

商品売上高 434,721 521,933

売上高合計 8,609,754 6,884,044

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 2,758,680 3,261,294

当期製品製造原価 7,524,517 4,935,927

合計 10,283,198 8,197,222

製品他勘定振替高 29,542 46,775

製品期末たな卸高 3,261,294 2,858,051

製品売上原価 6,992,361 5,292,394

商品売上原価   

商品期首たな卸高 98,716 23,392

当期商品仕入高 294,996 448,530

合計 393,712 471,922

商品期末たな卸高 23,392 45,911

商品売上原価 370,320 426,011

売上原価合計 7,362,681 5,718,406

売上総利益 1,247,072 1,165,637

販売費及び一般管理費   

発送運賃 151,278 153,634

旅費及び交通費 78,610 45,323

交際費 62,937 21,161

貸倒引当金繰入額 17,189 801

役員報酬 161,670 103,440

給料及び手当 246,183 180,824

賞与引当金繰入額 6,146 6,442

退職給付費用 15,565 15,738

役員退職慰労引当金繰入額 24,400 －

地代家賃 26,711 24,682

賃借料 24,419 21,614

租税公課 30,260 30,338

支払手数料 64,689 53,443

減価償却費 36,667 35,402

研究開発費 337,794 279,079

その他 139,249 96,443

販売費及び一般管理費合計 1,423,773 1,068,370

営業利益又は営業損失（△） △176,700 97,267
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 543 289

受取配当金 2,733 1,279

仕入割引 4,569 －

為替差益 － 5,852

受取賃貸料 4,440 24,787

補助金収入 12,341 －

雑収入 17,394 10,493

営業外収益合計 42,022 42,701

営業外費用   

支払利息 121,642 141,090

賃貸収入原価 355 11,625

生産休止費用 171,013 224,225

雑損失 23,826 15,118

営業外費用合計 316,838 392,060

経常損失（△） △451,516 △252,091

特別利益   

固定資産売却益 672 －

投資有価証券売却益 － 225

貸倒引当金戻入額 － 814

特別利益合計 672 1,039

特別損失   

固定資産売却損 15 －

固定資産除却損 1,111 25

投資有価証券評価損 5,858 963

特別損失合計 6,985 989

税引前当期純損失（△） △457,829 △252,040

法人税、住民税及び事業税 8,275 8,241

法人税等合計 8,275 8,241

当期純損失（△） △466,104 △260,281
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,155,352 2,155,352

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,155,352 2,155,352

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,052,562 1,052,562

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,052,562 1,052,562

その他資本剰余金   

前期末残高 54 －

当期変動額   

自己株式の処分 △54 －

当期変動額合計 △54 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 1,052,616 1,052,562

当期変動額   

自己株式の処分 △54 －

当期変動額合計 △54 －

当期末残高 1,052,562 1,052,562

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 829,766 280,669

当期変動額   

剰余金の配当 △82,903 －

当期純損失（△） △466,104 △260,281

自己株式の処分 △88 －

当期変動額合計 △549,096 △260,281

当期末残高 280,669 20,388

利益剰余金合計   

前期末残高 829,766 280,669

当期変動額   

剰余金の配当 △82,903 －

当期純損失（△） △466,104 △260,281

自己株式の処分 △88 －

当期変動額合計 △549,096 △260,281

当期末残高 280,669 20,388
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △12,232 △12,734

当期変動額   

自己株式の取得 △725 △405

自己株式の処分 223 －

当期変動額合計 △501 △405

当期末残高 △12,734 △13,139

株主資本合計   

前期末残高 4,025,503 3,475,851

当期変動額   

剰余金の配当 △82,903 －

当期純損失（△） △466,104 △260,281

自己株式の取得 △725 △405

自己株式の処分 80 －

当期変動額合計 △549,652 △260,686

当期末残高 3,475,851 3,215,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 28,085 2,597

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,488 5,379

当期変動額合計 △25,488 5,379

当期末残高 2,597 7,976

評価・換算差額等合計   

前期末残高 28,085 2,597

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,488 5,379

当期変動額合計 △25,488 5,379

当期末残高 2,597 7,976

純資産合計   

前期末残高 4,053,589 3,478,448

当期変動額   

剰余金の配当 △82,903 －

当期純損失（△） △466,104 △260,281

自己株式の取得 △725 △405

自己株式の処分 80 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,488 5,379

当期変動額合計 △575,140 △255,307

当期末残高 3,478,448 3,223,141
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △457,829 △252,040

減価償却費 315,403 371,630

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,565 △2,459

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,400 △392,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,922 △1,761

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,189 △9,042

受取利息及び受取配当金 △3,277 △1,569

支払利息 121,642 141,090

投資有価証券評価損益（△は益） 5,858 963

固定資産売却損益（△は益） △657 －

固定資産除却損 1,111 25

売上債権の増減額（△は増加） 551,046 △354,858

たな卸資産の増減額（△は増加） 96,298 143,290

その他の流動資産の増減額（△は増加） △22,121 37,430

仕入債務の増減額（△は減少） △1,131,898 472,538

その他の流動負債の増減額（△は減少） △204,763 536,191

その他 － 4,366

小計 △754,754 693,295

利息及び配当金の受取額 3,391 1,572

利息の支払額 △131,079 △134,473

法人税等の支払額 △8,456 △11,905

営業活動によるキャッシュ・フロー △890,899 548,488

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 30,000 －

有形固定資産の取得による支出 △171,403 △148,666

有形固定資産の売却による収入 1,810 －

投資有価証券の売却による収入 － 7,709

投資有価証券の清算による収入 － 12,261

出資金の回収による収入 125 －

ゴルフ会員権の償還による収入 750 750

敷金の差入による支出 △762 △414

敷金の回収による収入 3,486 1,325

その他 － △1,247

投資活動によるキャッシュ・フロー △135,993 △128,281
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 4,850,000 6,700,000

短期借入金の返済による支出 △3,550,000 △6,600,000

長期借入れによる収入 1,900,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △1,048,892 △1,172,985

社債の発行による収入 － 223,350

自己株式の取得による支出 △725 △405

自己株式の売却による収入 80 －

リース債務の返済による支出 △29,518 △84,799

配当金の支払額 △82,511 △103

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,038,433 △734,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,011,540 △314,736

現金及び現金同等物の期首残高 849,574 1,861,114

現金及び現金同等物の期末残高 1,861,114 1,546,378
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 該当事項はありません。 

   

(5）継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

関連会社株式 

移動平均法による原価法 

関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

その他有価証券 

時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・製品・半製品・仕掛品・原材料 

移動平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定） 

商品・製品・半製品・仕掛品・原材料 

              同左 

  貯蔵品  

 終仕入原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定） 

（会計方針の変更） 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として移動平均法

による原価法によっておりましたが、当

事業年度より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。 

   これによる当事業年度の営業損失、経

常損失及び税引前当期純損失は、それぞ

れ 千円増加しております。   480,620

貯蔵品  

               同左   

  

  

  

            ────── 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（ただし、建物附属設備を除く

建物については定額法） 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

        同左 

  

  建物        31年～41年   

  機械及び装置  ８年   

   （追加情報）  

    機械及び装置については、従来、耐

用年数を７～13年としておりました

が、当事業年度より法人税法の改正を

契機とし見直しを行い、８年に変更し

ております。 

 これにより、減価償却費は 千円

減少し、営業損失 千円、経常損失

及び税引前当期純損失は、それぞれ

千円減少しております。 

9,330

6,425

6,081

  

        ────── 

  (2）リース資産 

   リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法 

    なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

(2）リース資産 

         同左 

     

  (3）無形固定資産 

 定額法 

(3）無形固定資産 

同左 

  (4）長期前払費用 

 均等償却 

(4）長期前払費用 

同左 

５．繰延資産の処理方法        ──────  (1) 社債発行費 

    定額法    
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売掛債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。（簡便法によっております） 

              同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、平成20年９月30日までの在任期間に

対応する、内規に基づく要支給額を計上

しております。 

（追加情報）  

    当社は、従来、役員の退職慰労金

の支出に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引当金

として計上しておりましたが、平成

20年11月11日開催の取締役会におい

て、平成20年10月１日をもって役員

退職慰労金制度の廃止を決議したこ

とに伴い、平成20年10月１日以降の

在任期間に対応する役員退職慰労引

当金の計上は行っておりません。 

(4）役員退職慰労引当金 

     ────── 

  

  

  

  

     ──────   
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満たす金利スワッ

プについて、特例処理を採用しておりま

す。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 長期借入金の利息について金利スワッ

プをヘッジ手段として利用しておりま

す。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

 長期借入金による資金調達において、

変動金利を固定金利に換える金利スワッ

プに限定しております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象とヘッジ手段について相場

変動またはキャッシュ・フロー変動額

を、ヘッジ期間全体にわたり比較し、有

効性を評価しております。 

 ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ケ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準）  

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であ

ります。  

           ──────  
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

 （貸借対照表） 

 1. 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規 

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７

日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事

業年度において、「商品」「製品」「半製品」とし

て掲記されていたものは、当事業年度から「商品及

び製品」と一括して掲記しております。 

  なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」

「半製品」は、それぞれ 千円、 千

円、 千円であります。 

 2. 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７

日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事

業年度において、「原材料」「貯蔵品」として掲記

されていたものは、当事業年度から「原材料及び貯

蔵品」と一括して掲記しております。  

   なお、当事業年度に含まれる「原材料」「貯蔵

品」はそれぞれ 千円、 千円でありま

す。 

23,392 3,261,294

366,522

315,975 25,054

 （貸借対照表） 

          ────── 

 （損益計算書） 

  1. 前事業年度において、「地代家賃・賃借料」とし

て掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲ

Ｌ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するた

め、当事業年度より「地代家賃」「賃借料」に区分

掲記しております。 

        なお、前事業年度に含まれる「地代家賃」「賃借

料」は、それぞれ 千円、 千円でありま

す。  

  2. 前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「仕入割引」は、営業外収益の

総額の100分の10を越えたため区分掲記しました。 

   なお、前事業年度における「仕入割引」の金額は

千円であります。  

  

3. 前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「補助金収入」は、営業外収益

の総額の100分の10を越えたため区分掲記しました。

  なお、前事業年度における「補助金収入」の金額

は 千円であります。   

34,064 26,107

737

1,978

 （損益計算書） 

  1. 前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「為替差益」は、営業外収益の

総額の100分の10を越えたため区分掲記しました。 

    なお、前事業年度における「為替差益」の金額は

千円であります。  

  

  

  

  2. 前事業年度における、営業外収益の「仕入割引」

は当事業年度において営業外収益の総額の100分10以

下となったため、営業外収益の「その他」に含めて

表示しております。なお、当事業年度における営業

外収益の「その他」に含まれる「仕入割引」は、

千円であります。   

3. 前事業年度における、営業外収益の「補助金収

入」は当事業年度において営業外収益の総額の100分

10以下となったため、営業外収益の「その他」に含

めて表示しております。 

  なお、当事業年度における営業外収益の「その

他」に含まれる「補助金収入」は、 千円であり

ます。   

1,187

559

4,139

 （キャッシュ・フロー計算書） 

   前事業年度において、「短期借入金の純増減額(△は

減少)」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへ

のＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上する

ため、当事業年度より「短期借入れによる収入」「短期

借入金の返済による支出」に区分掲記しております。 

   なお、前事業年度における「短期借入れによる収入」

「短期借入金の返済による支出」は、それぞれ

千円、 千円であります。  3,400,000 3,500,000

 （キャッシュ・フロー計算書） 

           ──────  
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    前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22

年３月31日） 

    当社の関連会社はハリマトランジット株式会社の１社ですが、ハリマトランジット株式会社は重要性の観点

から、持分法損益等の注記を省略しております。 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（持分法損益等）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭209 82

１株当たり当期純損失金額 円 銭28 11

１株当たり純資産額 円 銭194 45

１株当たり当期純損失金額 円 銭15 70

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。 

  
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △466,104  △260,281

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
 △466,104  △260,281

期中平均株式数（千株）  16,578  16,576
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          該当事項はありません。   

  

(1) 役員の異動  

①代表取締役の異動  

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

1.新任取締役候補  社外取締役   堀江 邦彦（現 ＢＡＳＦジャパン㈱ ディスパージョン＆顔料  

                        アジアパシフィック地域本部エレクトロニック 

                        スペシャルティズ ビジネスダイレクター） 

                       （現 当社顧問）  

2.退任予定取締役  取締役相談役  宮田 宏  

  

③就任・退任予定日 

平成22年６月29日  

  

(2）その他 

 当事業年度における四半期情報 

  

  

（重要な後発事象）

５．その他

  
第１四半期 

自平成21年４月１日 
至平成21年６月30日 

第２四半期 
自平成21年７月１日 
至平成21年９月30日 

第３四半期 
自平成21年10月１日 
至平成21年12月31日 

第４四半期 
自平成22年１月１日 
至平成22年３月31日 

売上高（千円） 1,383,593 1,457,507 1,904,336 2,138,606  

税引前四半期純利益金額

及び税引前四半期純損失

金額（△）（千円） 

△184,241 △106,562 3,178  35,585 

四半期純利益金額及び四

半期純損失金額（△） 

（千円） 

△186,301 △108,623 1,118 33,524 

１株当たり四半期純利益

金額及び１株当たり四半

期純損失金額（△）

（円） 

△11.24 △6.55 0.07 2.02 
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(1）生産実績 

当事業年度の生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

                （注）１．金額は販売価格によっております。 

               ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 (2）商品仕入実績 

当事業年度の商品仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

                （注）１．金額は仕入価格によっております。 

               ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

(4）販売実績 

当事業年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

         （注）１． 近２事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に 

    対する割合は次のとおりであります。 

              ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

       ３．チバ・ジャパン㈱は、平成22年３月１日付にてＢＡＳＦジャパン㈱との吸収合併により、商

号をＢＡＳＦジャパン㈱に変更しております。 

６．生産・受注及び販売の状況

事業別 
当事業年度 

（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

  
前年同期比 

（％）  

化学品事業（千円）  5,596,197  67.9

ホーム産業事業（千円）  633,179  94.3

合計（千円）  6,229,376  69.9

事業別 
当事業年度 

（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

  
前年同期比 

（％）  

化学品事業（千円）  196,803  831.8

ホーム産業事業（千円）  251,727  92.8

合計（千円）  448,530  152.0

事業別 
当事業年度 

（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

  
前年同期比 

（％）  

化学品事業（千円）  5,932,745  78.7

ホーム産業事業（千円）  951,298  88.6

合計（千円）  6,884,044  80.0

相手先 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ＢＡＳＦジャパン㈱  3,371,270  39.2  2,616,568  38.0

大塚化学㈱    873,171  10.1 － － 
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