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1.  平成22年10月期第2四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年4月30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2四半期 11,552 △0.4 1,316 18.1 1,502 21.2 873 39.2
21年10月期第2四半期 11,600 ― 1,114 ― 1,239 ― 627 ―

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2四半期 19.36 ―
21年10月期第2四半期 13.90 ―

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2四半期 41,626 32,547 71.2 656.61
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2四半期  29,620百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、4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 
1.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、第2四半期（連結・個別）累計期間の予想値との差異が生じたため、平成22年6月7日
に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を開示いたしましたのでご参照ください。 
2.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2四半期 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2四半期  6,738,867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2四半期 45,114,044株 21年10月期第2四半期 45,125,379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 

平成 22 年 3 月 18 日に当社静岡工場において液体焼却設備に附帯するタンク爆発事故が発生しま

した。近隣の皆様、株主様、お取引先様など多くの方々にご迷惑、ご心配をお掛けしましたことを

深くお詫び申し上げます。当社としましては、事故の原因究明と再発防止策の徹底に取り組んでお

り、更なる安全操業を目指し、社会的信頼の回復に努める所存でございます。 

 

当第 2 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする好調な新興国経済を背景

に輸出や生産が増加するとともに企業の設備投資と個人消費は緩やかに回復しつつありますが、欧

州を中心とした財政悪化と国内における物価下落傾向等の不透明な要因もうかがわれております。 

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、

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、原材

料費と製造経費の削減に努めました。 

その結果、当第 2 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 115 億 5 千 2

百万円（前年同四半期比 4 千 7 百万円減）、営業利益 13 億 1 千 6 百万円（前年同四半期比 2 億 1 百

万円増）、経常利益 15 億 2 百万円（前年同四半期比 2 億 6 千 2 百万円増）、四半期純利益は 8 億 7

千 3 百万円（前年同四半期比 2 億 4 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2四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6億2千7百万

円減の416億2千6百万円となりました。 

流動資産の残高は、売掛金の減少等により、210億6千5百万円となりました。 

固定資産の残高は、有形固定資産の減少等により、205億6千1百万円となりました。 

流動負債の残高は、設備支払手形の減少等により、64億2千9百万円となりました。 

固定負債の残高は、退職給付引当金の増加等により、26億4千9百万円となりました。 

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 7億 4 千 8百万円増加し、

325 億 4 千 7 百万円となりました。 

（2） キャッシュ・フローの状況 

当第 2 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 10 億 4 百万円増加して 60 億 8 千 5 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 2 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、売上債権の減少およびたな卸資産の減少を主な要因として 29 億 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 2 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 15 億 6 千 3 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 2 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 3 億 3 千 6 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、第 2 四半期（連結・個別）

累計期間の予想値との差異が生じたため、平成 22 年 6 月 7 日に公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」を開示いたしましたのでご参照ください。 

静岡工場のタンク爆発事故の影響につきましては、製品生産設備への直接的損害がなかったた

め、今期の業績に重大な影響はないものと予想しております。 

なお、通期の予想につきましても、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。 
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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） 

     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 

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 2 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２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 6,171 5,117

受取手形及び売掛金 5,748 6,231

有価証券 495 646

商品及び製品 4,526 4,996

仕掛品 2,007 1,766

原材料及び貯蔵品 1,108 1,191

繰延税金資産 401 388

その他 606 1,001

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 21,065 21,339

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,401 10,394

機械装置及び運搬具 30,443 30,399

土地 3,761 3,761

その他 2,348 2,249

減価償却累計額 △36,885 △36,217

有形固定資産合計 10,070 10,587

無形固定資産 40 37

投資その他の資産   

投資有価証券 9,296 9,174

繰延税金資産 412 412

その他 751 712

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 10,450 10,289

固定資産合計 20,561 20,914

資産合計 41,626 42,253

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,140 2,973

短期借入金 1,410 1,490

未払法人税等 512 75

賞与引当金 282 383

訴訟損失引当金 88 －

その他 996 2,932

流動負債合計 6,429 7,855

固定負債   

退職給付引当金 1,189 1,171
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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) 

役員退職慰労引当金 355 334

繰延税金負債 1,075 1,068

その他 28 24

固定負債合計 2,649 2,599

負債合計 9,079 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 21,516 20,848

自己株式 △1,633 △1,631

株主資本合計 27,795 27,130

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,956 1,948

為替換算調整勘定 △131 △127

評価・換算差額等合計 1,825 1,821

少数株主持分 2,926 2,846

純資産合計 32,547 31,798

負債純資産合計 41,626 42,253
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 11,600 11,552

売上原価 8,414 8,205

売上総利益 3,185 3,347

販売費及び一般管理費 2,071 2,031

営業利益 1,114 1,316

営業外収益   

受取利息 17 14

受取配当金 34 32

受取賃貸料 20 20

為替差益 － 3

持分法による投資利益 38 91

その他 35 72

営業外収益合計 146 234

営業外費用   

支払利息 10 7

為替差損 8 －

休止設備関連費用 － 39

その他 3 2

営業外費用合計 21 48

経常利益 1,239 1,502

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 6 29

投資有価証券評価損 2 －

たな卸資産評価損 219 －

訴訟損失引当金繰入額 － 88

特別損失合計 229 117

税金等調整前四半期純利益 1,010 1,481

法人税等 346 497

少数株主利益 36 110

四半期純利益 627 873
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30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 1,010 1,481

減価償却費 661 764

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66 17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33 21

賞与引当金の増減額（△は減少） △95 △101

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 88

受取利息及び受取配当金 △52 △47

支払利息 10 7

持分法による投資損益（△は益） △38 △91

売上債権の増減額（△は増加） 2,483 483

たな卸資産の増減額（△は増加） △439 311

仕入債務の増減額（△は減少） △1,231 166

前払年金費用の増減額（△は増加） 12 △13

その他 △317 △339

小計 2,034 2,748

利息及び配当金の受取額 58 49

利息の支払額 △10 △7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △308 113

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,774 2,904

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 120 120

定期預金の預入による支出 △120 △170

有価証券の償還による収入 － 150

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 △1,013 △1,658

無形固定資産の取得による支出 △0 △5

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,013 △1,563

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 △80

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 △3 △2

配当金の支払額 △224 △223

少数株主への配当金の支払額 △30 △30

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △157 △336

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 607 1,004
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

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 5,686 6,085
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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2四半期連結累計期間　（自　平成20年11月1日　至　平成21年4月30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｣の割合がいずれ
　　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2四半期連結累計期間　（自　平成21年11月1日　至　平成22年4月30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｣の割合がいずれ
　　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2四半期連結累計期間　（自　平成20年11月1日　至　平成21年4月30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、所在地別セグ　　
　　メント情報の開示を省略しております。

　当第2四半期連結累計期間　（自　平成21年11月1日　至　平成22年4月30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、所在地別セグ　　
　　メント情報の開示を省略しております。

【海外売上高】
　前第2四半期連結累計期間　（自　平成20年11月1日　至　平成21年4月30日)

米州 欧州
アジア

アフリカ州
大洋州 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 1,901 2,763 1,775 457 6,898
Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― ― 11,600
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

16.4 23.8 15.3 4.0 59.5

 　　　　　　(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）大洋州・・・・・・・・・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け　　
　　　　　　　　　　　　　　る売上高であります。

　当第2四半期連結累計期間　（自　平成21年11月1日　至　平成22年4月30日)

米州 欧州
アジア

アフリカ州
大洋州 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,035 1,392 1,555 563 5,547
Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― ― 11,552
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

17.6 12.0 13.5 4.9 48.0

 　　　　　　(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）大洋州・・・・・・・・・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け　　
　　　　　　　　　　　　　　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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