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1.  平成22年11月期第3四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年8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11月期第3四半期 36,847 5.2 336 111.6 451 ― 180 ―

21年11月期第3四半期 35,036 ― 159 ― △188 ― △294 ―

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3四半期 7.48 ―

21年11月期第3四半期 △12.25 ―

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3四半期 30,419 11,401 37.5 473.80
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3四半期  11,401百万円 21年11月期  11,304百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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 ― 3.00 ―

22年11月期 
（予想）

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 50,600 5.5 530 76.2 640 633.2 250 ― 10.39



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  230,000株 21年11月期  226,969株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年11月期3Q 24,064,752株 21年11月期3Q 24,069,908株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成21年12月1日～平成22年8月31日）におけるわが国経済は、輸出の増加などにより

企業収益の改善がみられ緩やかな回復基調にあるものの、依然として厳しい雇用情勢や個人消費の低迷、また、為替

の影響など、景気の先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループでは、外部環境・内部要因の変化にスピード感をもって対応すべく、当社グ

ループの「つよみ」を活かした総合力の発揮による事業領域の拡大、収益構造の改善に向けた活動に注力してまいり

ました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は３６８億４千７百万円(前年同期比5.2％増)、営業利益は３億３

千６百万円(同111.6％増)、経常利益は４億５千１百万円(前年同期は１億８千８百万円の経常損失)、四半期純利益

は１億８千万円(前年同期は２億９千４百万円の四半期純損失)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、主力の外皮用剤が４月の薬価改定の影響を受け納入価の落ち込みがあったものの、４月から導入

された『後発医薬品調剤体制加算』制度により、大幅に伸長いたしました。 

一般用医薬品は、記録的な猛暑日が続き、保冷・冷却材、整腸剤、下痢止めなどが大きく伸長したものの、ミニド

リンク剤や水虫、殺虫剤などの季節品が低迷し、全体的に医薬品は苦戦いたしました。一方、連結子会社の害虫忌避

剤は好調でしたが、主力のビタミンＣ末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１３１億８千４百万円(前年同期比0.0％増)、営業損失は１億３百万円(前年同期

は２億７百万円の営業損失)となりました。 

  

【医薬・香粧原料事業】 

医療用医薬品原料は、主力の解熱鎮痛剤が大幅に伸長いたしました。ジェネリック医薬品原料および賦形剤は、後

発品使用促進策などにより伸長いたしました。一般用医薬品原料は、主力の血管収縮剤が円高の影響を受け低調に推

移いたしました。ビタミンＢ2誘導体は、顧客の在庫調整があり低調に推移いたしました。 

健康食品原料は、一部主力原料の納入量の落ち込みなどにより前年同期を下回る結果となりました。 

香粧原料は、海外からの製品輸入が堅調に推移いたしました。また、新規取引先および事業領域の拡大に努め、成

果も見られました。 

この結果、当事業全体の売上高は１３３億９千万円(前年同期比2.1％増)、営業利益は７億４千万円(同9.1％減)と

なりました。 

  

【化成品事業】 

関連会社のめっき薬品は、韓国向けのプリント配線板関連製品や台湾向けの半導体関連製品の輸出が好調に推移い

たしました。国内では、コネクター・チップ部品関連製品が、堅調に推移いたしました。化学品原料は、めっき薬品

や機能樹脂向け原料が堅調でしたが、塩ビ安定剤原料や溶剤関連原料は、市場の価格競争の影響を受け低調に推移い

たしました。 

連結子会社の特殊薬品は、ポリマー重合触媒の大幅な伸長はありましたが、他製品の落ち込みが大きく、低調に推

移いたしました。また、医薬中間体は、化粧品原料や健康食品原料の新規導入があり堅調に推移いたしました。 

この結果、当事業全体の売上高は７２億６千１百万円(同24.4％増)、営業利益は１億１千４百万円(前年同期は１

百万円の営業利益)となりました。 

  

【食品原料事業】 

関連会社製品は、主力のエキス系調味料が即席麺スープ用途を中心に回復傾向が見られたほか、機能性食品素材を

テーマとした粉末受託加工に関わる新規ビジネスの獲得や、既存ビジネスの伸長により前年同期を上回りました。 

輸入原料は、アミノ酸調味料の大手顧客向け販売の増加、乾燥ポテトのスナック食品向け新規採用、また「食べる

ラー油」ブームを背景とした乾燥オニオンの需要増など、全般に順調に推移いたしました。 

この結果、当事業全体の売上高は３０億１千１百万円(前年同期比3.6％増)、営業利益は１億円(同23.8％減)とな

りました。 

  

１．当四半期の連結業績等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 

当第３四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３０４億１千９百万円（前連結会計年度末比３

億２千４百万円減）、負債合計１９０億１千８百万円（同４億２千１百万円減）、純資産は１１４億１百万円（同９

千６百万円増）となりました。総資産の減少の主な理由は、現金及び預金の増加１億１千４百万円、電子記録債権の

増加１億７千８百万円、仕掛品の増加９千３百万円、投資有価証券の増加２億１百万円、受取手形及び売掛金の減少

９億１千１百万円、によるものです。負債合計の減少の主な理由は支払手形及び買掛金の減少３億１千６百万円、未

払費用の減少３億８百万円、退職給付引当金の増加１億３千３百万円によるものです。純資産の増加の主な理由は利

益剰余金の増加３千５百万円、その他有価証券評価差額金の増加６千９百万円によるものです。 

  

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、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは増加、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・フローは減少、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１億１千４百万円の増加となり、当第３四半期連結累計期間末に

おける資金残高は１７億９千４百万円となりました。当第３四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３四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は５億９千万円となりました。これは、主に、税

金等調整前四半期純利益４億１千２百万円、減価償却費３億８千２百万円、売上債権の減少額７億３千２百万円、仕

入債務の減少額３億１千６百万円、未払費用の減少額３億７百万円、法人税等の支払額３億６千２百万円によるもの

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り減少した資金は２億４千８百万円となりました。これは、主

に、有形固定資産の取得による支出２億３千７百万円、無形固定資産の取得による支出２千６百万円によるものであ

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り減少した資金は２億１千９百万円となりました。これは、主

に、短期借入金の純増加額１億円、長期借入金の返済による支出１億８千万円、配当金の支払額１億２千５百万円に

よるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年11月期の業績につきましては、平成22年7月7日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①たな卸資産の実地棚卸の省略  

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

    

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22年８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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,794,631 1,679,861

受取手形及び売掛金 13,117,068 14,028,449

電子記録債権 178,889 －

商品及び製品 2,756,587 2,841,321

仕掛品 714,654 621,034

原材料及び貯蔵品 417,841 350,912

その他 583,353 536,655

貸倒引当金 △49,538 △42,603

流動資産合計 19,513,489 20,015,631

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,695,533 5,694,344

減価償却累計額 △3,757,552 △3,731,167

建物及び構築物（純額） 1,937,981 1,963,176

機械装置及び運搬具 6,224,846 6,217,765

減価償却累計額 △5,748,427 △5,652,081

機械装置及び運搬具（純額） 476,419 565,684

土地 2,534,279 2,534,279

その他 1,169,567 1,073,750

減価償却累計額 △870,651 △834,312

その他（純額） 298,916 239,437

有形固定資産合計 5,247,597 5,302,578

無形固定資産 288,922 356,963

投資その他の資産   

投資有価証券 4,400,835 4,199,329

その他 1,070,935 948,092

貸倒引当金 △102,485 △78,423

投資その他の資産合計 5,369,285 5,068,998

固定資産合計 10,905,805 10,728,540

資産合計 30,419,294 30,744,171



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８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11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,934,234 12,250,745

短期借入金 4,640,000 3,740,000

未払費用 557,946 866,770

未払法人税等 149,340 227,628

その他 425,127 241,210

流動負債合計 17,706,648 17,326,354

固定負債   

長期借入金 － 980,000

退職給付引当金 788,943 655,621

その他 522,519 477,312

固定負債合計 1,311,462 2,112,933

負債合計 19,018,111 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 6,612,835 6,577,519

自己株式 △54,529 △53,857

株主資本合計 11,218,910 11,184,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 236,958 167,361

繰延ヘッジ損益 △5,825 △8,462

為替換算調整勘定 △48,860 △38,283

評価・換算差額等合計 182,272 120,616

純資産合計 11,401,183 11,304,883

負債純資産合計 30,419,294 30,744,171



（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12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 35,036,689 36,847,392

売上原価 29,983,820 31,406,932

売上総利益 5,052,869 5,440,460

販売費及び一般管理費 4,893,671 5,103,604

営業利益 159,198 336,855

営業外収益   

受取利息 2,738 1,473

受取配当金 23,674 43,009

持分法による投資利益 － 81,873

受託研究収入 33,521 15,736

その他 95,962 94,718

営業外収益合計 155,897 236,811

営業外費用   

支払利息 49,205 41,450

持分法による投資損失 432,647 －

貸倒引当金繰入額 － 38,550

その他 21,651 41,693

営業外費用合計 503,504 121,694

経常利益又は経常損失（△） △188,409 451,972

特別利益   

クレーム補償金 － 12,196

作業くず売却益 － 51,980

固定資産売却益 968 －

投資有価証券売却益 357 5,924

特別利益合計 1,325 70,101

特別損失   

減損損失 20,361 24,571

固定資産処分損 1,082 8,302

投資有価証券評価損 464 27,360

確定拠出年金移行損 － 49,518

特別損失合計 21,908 109,752

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（△）

△208,991 412,321

法人税、住民税及び事業税 165,297 238,181

過年度法人税等 － 57,237

法人税等調整額 △79,370 △63,184

法人税等合計 85,926 232,234

四半期純利益又は四半期純損失（△） △294,918 180,086



（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12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△208,991 412,321

減価償却費 374,425 382,159

持分法による投資損益（△は益） 432,647 △81,873

減損損失 20,361 24,571

退職給付引当金の増減額（△は減少） △63,245 41,542

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,081 30,996

受取利息及び受取配当金 △26,413 △44,482

支払利息 49,205 41,450

売上債権の増減額（△は増加） 2,394,429 732,491

たな卸資産の増減額（△は増加） 191,136 △75,816

仕入債務の増減額（△は減少） △2,004,540 △316,511

未払費用の増減額（△は減少） △436,567 △307,952

その他 207,408 70,205

小計 932,939 909,101

利息及び配当金の受取額 87,848 86,122

利息の支払額 △48,738 △42,414

役員退職慰労金の支払額 △7,520 －

法人税等の支払額 △28,698 △362,483

法人税等の還付額 61,106 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 996,936 590,326

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 △106,134 △237,616

無形固定資産の取得による支出 △49,119 △26,985

有形固定資産の売却による収入 1,137 －

投資有価証券の取得による支出 △11,980 △7,144

その他 △5,230 23,056

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,326 △248,689

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） △300,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △180,000 △180,000

配当金の支払額 △118,499 △125,317

その他 △6,213 △13,967

財務活動によるキャッシュ・フロー △604,712 △219,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 △861 △7,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 220,036 114,769

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 1,699,637 1,794,631



 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日） 

 （注）１. 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。 

２. 第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。  

    この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は「医薬品」で26,712千円、「医薬・香粧原料」

で62,725千円、「化成品」で38,449千円、「食品原料」で4,412千円減少しております。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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 
 13,177,963  13,116,737  5,834,828  2,907,160  35,036,689 －  35,036,689

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －     368,002 － －  368,002  (368,002) － 

計  13,177,963  13,484,740  5,834,828  2,907,160  35,404,692  (368,002)  35,036,689

営業利益（又は営業損失）  △207,813  814,547  1,026  132,146  739,906  (580,708)  159,198

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、香粧品原料 

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 



当第３四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年８月31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。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日）及び当第３四半期連結累計期間(自平

成21年12月１日 至平成22年８月31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。  

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日）及び当第３四半期連結累計期間(自平

成21年12月１日 至平成22年８月31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。  

  

  

  
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 
 13,184,249  13,390,336  7,261,182  3,011,625  36,847,392 －  36,847,392

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －     362,379 － －  362,379  (362,379) － 

計  13,184,249  13,752,715  7,261,182  3,011,625  37,209,771  (362,379)  36,847,392

営業利益（又は営業損失）  △103,903  740,135  114,712  100,640  851,585  (514,729)  336,855

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、香粧品原料 

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 

（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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