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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 56,062 1.5 1,894 159.1 3,770 22.1 2,738 35.1
23年3月期第2四半期 55,217 △4.9 731 64.9 3,087 △26.7 2,026 △32.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,362百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △419百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 18.01 ―

23年3月期第2四半期 13.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 163,385 86,521 49.8
23年3月期 167,223 85,723 48.4

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  81,313百万円 23年3月期  80,896百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 6.00 6.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 125,000 1.4 4,000 △15.5 8,200 △14.3 6,300 13.5 41.42



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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見通し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大きく異なる可能性があります。 
 業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料３ページ「１．当四半期決算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」をご参照ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 154,317,630 株 23年3月期 154,317,630 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,205,085 株 23年3月期 2,203,422 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 152,113,245 株 23年3月期2Q 152,119,117 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興により、生産や輸出に持ち直しの動き

がみられたものの、世界経済の減速懸念や為替レートの変動等により、依然として不透明な状況にありました。 

  化学業界におきましては、石油化学製品を中心にアジア向け輸出が堅調に推移いたしましたが、国内需要の低迷や

為替相場の円高進行により、厳しい経営環境が続きました。 

 このような状況のもと当社グループにおきましては、昨年度からスタートした「中期経営計画」の諸施策を遂次実

行に移す一方、製品価格の改定をはじめ積極的な営業活動を推進いたしました。この結果、農業薬品の輸出向け販売

が殺虫剤や殺菌剤を中心に伸長するとともに、プラント建設事業が堅調に推移したこと等により、当連結累計期間の

売上高は、560億６千２百万円（前年同期比1.5％増）となりました。 

  利益に関しましては、営業利益は、化学品や農業薬品の販売構成差等により18億９千４百万円（前年同期比

159.1％増）、経常利益は、持分法による投資利益を計上したこと等により37億７千万円（前年同期比22.1％増）、

また、四半期純利益は27億３千８百万円（前年同期比35.1％増）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

   

［化学品事業］ 

 工業薬品は、青化ソーダ・青化カリ及びオキシ塩化燐等が減少し、減収となりました。 

 化成品は、金属ソーダ誘導品等が伸長し、増収となりました。 

 染料製品は、感熱紙用顕色剤の輸出向けが伸長し、増収となりました。 

 機能材料は、透明導電ガラスが減少したものの、「日曹ＰＢ」及びＩＴ産業向けの材料が伸長し、増収となりまし

た。 

 エコケア製品は、ヌメリ取り剤等が伸長したものの、水処理剤「日曹ハイクロン」の輸出向け等の減少により、減

収となりました。 

 医薬品・医薬中間体は、抗生物質原体ファロペネムナトリウムや医薬用添加剤ＨＰＣ等の伸長により、増収となり

ました。 

 以上により、当累計期間の［化学品事業］の売上高は155億１千万円（前年同期並み）となりました。 

  

［農業化学品事業］ 

 国内向けは、東日本大震災の影響による買い控えが一部地域において発生したものの、殺菌剤「トップジンＭ」、

殺虫剤「ロムダン」、除草剤「コンクルード」等の伸長により、増収となりました。 

 輸出向けは、殺虫剤「モスピラン」、殺ダニ剤「ニッソラン」、殺菌剤「トップジンＭ」等の伸長により、増収と

なりました。 

 工業用殺菌剤は、防かび剤や防腐剤の伸長により、増収となりました。 

 以上により、当累計期間の［農業化学品事業］の売上高は132億７千１百万円（前年同期比7.5％増）となりまし

た。 

  

［商社事業］ 

 各種有機薬品や機械・装置等が伸長したものの、ウレタン原料や建設関連製品等の減少により、当累計期間の［商

社事業］の売上高は164億７千８百万円（前年同期比8.1％減）となりました。 

  

［運輸倉庫事業］ 

 新規貨物や一時的な貨物の増加により保管数量・保管残高が増加し、当累計期間の［運輸倉庫事業］の売上高は20

億１千６百万円（前年同期比2.7％増）となりました。 

  

［建設事業］ 

 土木建築は減収となりましたが、プラント建設工事が堅調に推移し、当累計期間の［建設事業］の売上高は57億２

千５百万円（前年同期比26.1％増）となりました。 

  

［その他］ 

 当累計期間の［その他事業］の売上高は30億６千万円（前年同期比5.1％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比

べ38億３千７百万円減少し、1,633億８千５百万円となりました。 

 負債につきましては、支払手形及び買掛金や借入金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ46億３千

５百万円減少し、768億６千３百万円となりました。 

 また、純資産は前連結会計年度末に比べ７億９千８百万円増加し、865億２千１百万円となりました。この結果、

当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は49.8％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及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ９千７百万円増加し、132億５千２百万円となりました。  

 当第２四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） 

 営業活動の結果得られた資金は58億７千７百万円（前年同期比44.4％減）となりました。これは主として、税金

等調整前四半期純利益37億３千８百万円（非キャッシュ項目である持分法による投資利益24億３千７百万円を含

む）に加え、売上債権の減少77億２千２百万円、配当金の受取額19億１千２百万円等があっ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） 

 投資活動の結果支出した資金は28億７千１百万円（前年同期比36.9％増）となりました。これは主として、有形

固定資産の取得による支出24億８千万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） 

 財務活動の結果支出した資金は24億５千３百万円（前年同期比81.4％減）となりました。これは主として、借入

金の減少15億９千２百万円や配当金の支払い９億２千１百万円等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 

 今後のわが国経済の見通しにつきましては、欧州の金融不安と米国の財政赤字を背景とした世界経済の減速や、

為替・株式市場の変動等による景気下押しの懸念が強まってきており、なお先行き不透明で厳しい状況が続くもの

と予想されます。 

 かかる経営環境のなか当社グループといたしましては、「中期経営計画」における重点施策である「成長ドライ

バーの育成」「国際競争力強化」「経営基盤の整備」「グループ結集・強化」に向け、引き続き全力を注いでまい

ります。 

 通期の連結業績予想につきましては、前回（平成23年５月13日）発表予想に変更はありません。なお、下半期の

為替レートは１＄＝75円を想定しております。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,177 13,287

受取手形及び売掛金 39,129 31,126

たな卸資産 20,541 24,091

繰延税金資産 1,684 2,069

その他 2,821 3,085

貸倒引当金 △22 △18

流動資産合計 77,333 73,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,921 15,438

機械装置及び運搬具（純額） 13,312 12,549

工具、器具及び備品（純額） 1,457 1,518

土地 14,785 14,785

リース資産（純額） 572 480

建設仮勘定 328 1,335

有形固定資産合計 46,376 46,107

無形固定資産   

のれん 2,111 1,994

その他 1,699 1,605

無形固定資産合計 3,810 3,600

投資その他の資産   

投資有価証券 32,469 31,790

前払年金費用 3,684 4,483

繰延税金資産 1,648 1,632

その他 1,926 2,156

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 39,702 40,036

固定資産合計 89,890 89,744

資産合計 167,223 163,385
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,849 16,921

短期借入金 34,422 33,373

未払法人税等 657 561

賞与引当金 1,769 1,671

その他 5,313 4,564

流動負債合計 61,012 57,092

固定負債   

長期借入金 12,490 11,947

繰延税金負債 846 1,109

退職給付引当金 2,263 2,192

役員退職慰労引当金 527 386

その他 4,359 4,135

固定負債合計 20,487 19,771

負債合計 81,499 76,863

純資産の部   

株主資本   

資本金 29,166 29,166

資本剰余金 26,094 26,094

利益剰余金 28,730 30,556

自己株式 △592 △592

株主資本合計 83,399 85,225

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 800 433

繰延ヘッジ損益 △102 △20

為替換算調整勘定 △3,080 △4,213

年金債務調整額 △120 △111

その他の包括利益累計額合計 △2,502 △3,911

少数株主持分 4,827 5,208

純資産合計 85,723 86,521

負債純資産合計 167,223 163,385
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 55,217 56,062

売上原価 42,809 42,636

売上総利益 12,407 13,426

販売費及び一般管理費 11,676 11,532

営業利益 731 1,894

営業外収益   

受取利息 8 8

受取配当金 171 213

持分法による投資利益 2,899 2,437

その他 617 500

営業外収益合計 3,697 3,159

営業外費用   

支払利息 361 310

為替差損 429 627

その他 549 345

営業外費用合計 1,340 1,283

経常利益 3,087 3,770

特別利益   

固定資産売却益 595 42

その他 2 2

特別利益合計 598 44

特別損失   

固定資産廃棄損 13 55

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 567 －

その他 1,070 20

特別損失合計 1,651 75

税金等調整前四半期純利益 2,034 3,738

法人税、住民税及び事業税 695 608

法人税等調整額 △771 280

法人税等合計 △75 888

少数株主損益調整前四半期純利益 2,110 2,850

少数株主利益 83 111

四半期純利益 2,026 2,738
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,110 2,850

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △681 △392

繰延ヘッジ損益 △4 1

為替換算調整勘定 △92 △270

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,749 △827

その他の包括利益合計 △2,529 △1,488

四半期包括利益 △419 1,362

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △462 1,330

少数株主に係る四半期包括利益 43 31
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 2,034 3,738

減価償却費 2,946 3,010

のれん償却額 117 117

賞与引当金の増減額（△は減少） 44 △96

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167 △70

受取利息及び受取配当金 △179 △221

支払利息 361 310

持分法による投資損益（△は益） △2,899 △2,437

売上債権の増減額（△は増加） 11,499 7,722

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,849 △3,633

仕入債務の増減額（△は減少） △3,443 △1,494

その他 892 △1,981

小計 9,357 4,963

利息及び配当金の受取額 2,716 1,921

利息の支払額 △362 △311

法人税等の支払額 △1,135 △695

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,575 5,877

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 △2,646 △2,480

無形固定資産の取得による支出 △44 △84

その他 593 △306

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,097 △2,871

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） △8,878 △623

長期借入れによる収入 1,000 2,500

長期借入金の返済による支出 △3,785 △3,469

配当金の支払額 △1,228 △921

その他 △306 59

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,197 △2,453

現金及び現金同等物に係る換算差額 △303 △456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,022 97

現金及び現金同等物の期首残高 13,696 13,155

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,674 13,252
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  該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１． 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、非鉄金属事業及び環境開発

事業等を含んでおります。 

   ２． セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

   ３． セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１． 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、非鉄金属事業及び環境開発

事業等を含んでおります。 

   ２． セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

   ３． セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
調整額 
（注）２

四半期連
結損益計
算書計上

額 
（注）３

化学品 
事業  

農業 
化学品 
事業  

商社
事業 

運輸倉庫
事業 

建設
事業 

計

売上高              

外部顧客への

売上高 
 15,517  12,348 17,934  1,963 4,541  52,306  2,911  55,217  －  55,217

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 6,767  269 2,139  676 1,850  11,704  1,662  13,366  △13,366  －

計  22,285  12,617 20,074  2,640 6,392  64,010  4,573  68,584  △13,366  55,217

セグメント利益

又は損失（△） 
 259  △707 122  213 426  313  163  477  253  731

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
調整額 
（注）２

四半期連
結損益計
算書計上

額 
（注）３

化学品 
事業  

農業 
化学品 
事業  

商社
事業 

運輸倉庫
事業 

建設
事業 

計

売上高              

外部顧客への

売上高 
 15,510  13,271 16,478  2,016 5,725  53,002  3,060  56,062  －  56,062

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 6,681  323 2,543  720 1,304  11,573  1,568  13,142  △13,142  －

計  22,191  13,595 19,022  2,736 7,030  64,576  4,628  69,205  △13,142  56,062

セグメント利益

又は損失（△） 
 1,211  △575 37  311 597  1,582  38  1,620  273  1,894

（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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連結決算概要  
  

  

  

  

４．補足情報

１．連結業績 （単位：百万円）

  
23年３月期
第２四半期 

24年３月期
第２四半期 

増減
24年３月期 
（通期予想） 

増減
（対前期） 

売上高  55,217  56,062  844  125,000  1,761

営業利益  731  1,894  1,163  4,000  △736

経常利益  3,087  3,770  682  8,200  △1,372

四半期（当期）純利益  2,026  2,738  712  6,300  751

２．セグメント別 連結売上高・営業利益 （単位：百万円） 

  
23年３月期
第２四半期 

24年３月期
第２四半期 

増減

化学品事業 売上高  15,517  15,510  △7

  営業利益  259  1,211  951

農業化学品事業 売上高  12,348  13,271  923

  営業利益  △707  △575  132

商社事業  売上高  17,934  16,478  △1,455

  営業利益  122  37  △85

運輸倉庫事業  売上高  1,963  2,016  52

  営業利益  213  311  98

建設事業  売上高  4,541  5,725  1,183

  営業利益  426  597  170

その他事業 売上高  2,911  3,060  148

  営業利益  163  38  △125

合計 売上高  55,217  56,062  844

  営業利益  731  1,894  1,163

３．主要指標 

  
23年３月期
第２四半期 

24年３月期
第２四半期 

増減   

為替レート（円／＄）  88.9  80.3  △8.6

設備投資額（百万円）  2,141  2,057  △84

減価償却費（百万円）  2,946  3,010  63

研究開発費（百万円）  2,771  2,598  △173

１株当たり四半期純利益（円）  13.32  18.01  4.69

総資産（百万円）  155,748  163,385  7,636   
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