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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 11,093 △25.2 963 2.2 881 △1.6 1,044 120.7
21年3月期第2四半期 14,825 ― 942 ― 895 ― 473 ―

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3月期第2四半期 84.91 ―
21年3月期第2四半期 38.47 ―

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月期第2四半期 36,283 16,554 44.6 1,314.69
21年3月期 37,089 15,647 41.2 1,242.28

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  16,170百万円 21年3月期  15,279百万円

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3月期 ― 14.00 ― 19.00 33.00
22年3月期 ― 15.00
22年3月期 
（予想）

― 15.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 22,028 △13.8 1,391 11.8 1,475 16.1 1,487 314.2 120.90
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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． 平成21年９月16日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも変更はありません。 
２． 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およ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。業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」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3月期第2四半期 12,300,000株 21年3月期 12,300,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 233株 21年3月期 233株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 12,299,767株 21年3月期第2四半期 12,299,903株
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当第２四半期におけるわが国経済は、内外の在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とした輸出、生産の増加な

どから、2008年度末を底に緩やかに回復しました。しかし、一方で失業率が過去最悪を更新するなど、雇用・所得

環境は一段と厳しさを増し、さらに急激な円高の進行等により先行き不透明な状況が続いております。 

 このような環境のもと、当社グループは国内外の情報通信産業を中心に、顧客のニーズに基づいた多種多様なフ

ッ化物製品の供給を行うとともに、特殊貨物輸送で培った独自のノウハウに基づいた化学品の物流を担う事業展開

を行ってきました。 

 当第２四半期の連結売上高は110億93百万円(前年同期比25.2％減)となりました。減少した主な要因は、前年度

後半からの需要の落ち込みにより、主力の半導体・液晶部門およびフロン関連部門、半導体装置部門等の売上高が

減少したことによるものです。 

 売上原価は、主原料価格の低下およびコスト削減効果により減少し、原価率は前年同期に比べ改善しました。 

 また、特別利益として投資有価証券売却益８億５百万円が発生しました。 

 この結果、当第２四半期の連結営業利益は９億63百万円(同2.2％増)、連結経常利益は８億81百万円(同1.6％

減)、連結四半期純利益は10億44百万円(同120.7％増)となりました。 

  

当第２四半期末は総資産362億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億５百万円減少しました。流動資産

は139億42百万円となり４億３百万円減少しました。主な要因は、たな卸資産５億77百万円の減少等によるもので

す。固定資産は223億41百万円となり４億２百万円減少しました。主な要因は投資有価証券(日本ケミカルリサーチ

株式の売却等)４億94百万円の減少等によるものです。 

当第２四半期末の負債合計は197億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億13百万円減少しました。主な

要因は有利子負債21億27百万円の減少等によるものです。 

当第２四半期末の純資産の部は165億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億７百万円増加しました。主

な要因は利益剰余金が８億10百万円増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の

41.2％から44.6％となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

当第２四半期末の現金及び現金同等物は62億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ20百万円増加しました。 

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が16億81百万円、減価償却費が12億４百万円

等でありました。この結果、キャッシュ・フローは26億７百万円の収入となり、前年同期に比べ17億96百万円収入が

増加しました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に電池部門関連の有形固定資産の取得により14億45百万円の支出、一

方で投資有価証券の売却により14億79百万円の収入がありました。この結果、キャッシュ・フローは52百万円の支出

となり、前年同期に比べ11億49百万円支出が減少しました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債22億32百万円の返済、配当金の支払２億40百万円の支出があ

りました。この結果、キャッシュ・フローは24億72百万円の支出となりました。(前年同期は１億20百万円の収入) 

  

  

 現時点におきましては、平成21年９月16日発表の業績予想に変更はありません。 

  

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

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
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 該当事項はありません。  

  

 税金費用については、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います。なお、法人税

等調整額は法人税等に含めて表示しています。  

  

 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
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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21年９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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,202 6,182

受取手形及び売掛金 5,139 4,707

商品及び製品 913 1,188

仕掛品 664 769

原材料及び貯蔵品 624 821

その他 405 682

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 13,942 14,345

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,897 6,949

機械装置及び運搬具（純額） 5,205 5,474

土地 5,432 5,432

その他（純額） 3,561 3,106

有形固定資産合計 21,096 20,963

無形固定資産   

その他 89 86

無形固定資産合計 89 86

投資その他の資産   

その他 1,159 1,694

貸倒引当金 △3 △1

投資その他の資産合計 1,155 1,693

固定資産合計 22,341 22,744

資産合計 36,283 37,089

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,308 1,362

短期借入金 3,811 4,717

1年内返済予定の長期借入金 2,842 3,052

未払法人税等 599 28

賞与引当金 130 104

その他 1,882 1,928

流動負債合計 10,575 11,194

固定負債   

長期借入金 8,105 9,116

退職給付引当金 696 725

役員退職慰労引当金 334 387

その他 17 17

固定負債合計 9,153 10,247

負債合計 19,728 21,442
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,180 3,180

資本剰余金 3,288 3,288

利益剰余金 9,931 9,120

自己株式 △0 △0

株主資本合計 16,399 15,588

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 1

為替換算調整勘定 △240 △310

評価・換算差額等合計 △229 △309

少数株主持分 384 367

純資産合計 16,554 15,647

負債純資産合計 36,283 37,089
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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４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,825 11,093

売上原価 12,172 8,275

売上総利益 2,652 2,818

販売費及び一般管理費 1,710 1,854

営業利益 942 963

営業外収益   

持分法による投資利益 72 85

雑収入 93 64

営業外収益合計 165 149

営業外費用   

支払利息 124 111

為替差損 81 117

雑損失 7 3

営業外費用合計 213 231

経常利益 895 881

特別利益   

固定資産売却益 2 －

投資有価証券売却益 － 805

その他 － 9

特別利益合計 2 815

特別損失   

固定資産廃棄損 13 6

投資有価証券評価損 18 6

その他 2 1

特別損失合計 34 14

税金等調整前四半期純利益 862 1,681

法人税等 376 642

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12 △5

四半期純利益 473 1,044
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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４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 862 1,681

減価償却費 1,398 1,204

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 3

賞与引当金の増減額（△は減少） 2 26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 △28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6 △53

受取利息及び受取配当金 △14 △15

支払利息 124 111

為替差損益（△は益） △8 83

持分法による投資損益（△は益） △72 △85

投資有価証券売却損益（△は益） 1 △805

投資有価証券評価損益（△は益） 18 6

有形固定資産廃棄損及び売却損益（△は益） 11 △1

売上債権の増減額（△は増加） △1,224 △404

たな卸資産の増減額（△は増加） △991 590

仕入債務の増減額（△は減少） 731 △69

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47 △19

その他の流動負債の増減額（△は減少） 61 70

未収消費税等の増減額（△は増加） 0 61

未払消費税等の増減額（△は減少） △48 69

その他 425 62

小計 1,256 2,489

利息及び配当金の受取額 33 33

利息の支払額 △111 △110

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △368 194

営業活動によるキャッシュ・フロー 810 2,607

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 △1,285 △1,445

有形固定資産の売却による収入 6 21

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 18 1,479

子会社株式の取得による支出 － △90

その他の支出 △18 △26

その他の収入 77 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,201 △52
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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４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） △19 △985

長期借入れによる収入 1,696 1,335

長期借入金の返済による支出 △1,323 △2,583

自己株式の処分による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △232 △240

財務活動によるキャッシュ・フロー 120 △2,472

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △262 20

現金及び現金同等物の期首残高 1,479 6,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,216 6,202
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（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〕

  
高純度 
薬品事業 
（百万円） 

運輸事業 
(百万円) 

  
メディカル
事業 

（百万円）
  

コスメ 
ティック 
事業 

（百万円）

その他 
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
（百万円）

売上高                 

（1）外部顧客に対

する売上高 
 12,507  2,210  －  20  87  14,825  －  14,825

（2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1  1,500  －  －  84  1,586 (1,586)  －

計  12,509  3,710  －  20  172  16,411 (1,586)  14,825

営業利益（又は

損失(△)） 
 990  239  △156  △149  18  941  0  942

  
高純度 
薬品事業 
（百万円） 

運輸事業 
(百万円) 

  
メディカル
事業 

（百万円）
  

コスメ 
ティック 
事業 

（百万円）

その他 
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
（百万円）

売上高                 

（1）外部顧客に対

する売上高 
 9,063  1,905  －  31  92  11,093  －  11,093

（2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  1,294  －  －  66  1,361 (1,361)  －

計  9,063  3,200  －  31  158  12,454 (1,361)  11,093

営業利益（又は

損失(△)） 
 1,462  293  △665  △98  △29  963  0  963
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

 該当事項はありません。 

  

 特記事項はありません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア諸国 
(百万円) 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高  14,608  217  14,825  －  14,825

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 529  4,350  4,879 (4,879)  －

計  15,137  4,567  19,705 (4,879)  14,825

営業利益  936  2  938  3  942

  
日本 

（百万円） 
アジア諸国 
(百万円) 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
（百万円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高  10,743  349  11,093  －  11,093

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 288  1,882  2,170 (2,170)  －

計  11,032  2,232  13,264 (2,170)  11,093

営業利益  754  233  987  △24  963

〔海外売上高〕

  アジア諸国 北米 欧州諸国 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  4,895  369  336  7  5,609

Ⅱ．連結売上高（百万円）          14,825

Ⅲ．海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
 33.0  2.5  2.3  0.0  37.8

  アジア諸国 北米 欧州諸国 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  3,866  223  56 0  4,147

Ⅱ．連結売上高（百万円）          11,093

Ⅲ．海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
 34.9  2.0  0.5  0.0  37.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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