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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）平成22年３月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成22年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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 ％

23年3月期第2四半期 7,533 30.8 712 ― 575 ― 517 ―
22年3月期第2四半期 5,758 ― △722 ― △864 ― △927 ―

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

23年3月期第2四半期 63.76 ―
22年3月期第2四半期 △114.14 ―

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

23年3月期第2四半期 22,712 6,307 27.8 792.96
22年3月期 22,835 5,882 25.8 723.98

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,306百万円 22年3月期  5,880百万円

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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  有   

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 14,500 16.9 700 ― 500 ― 500 ― 62.26



(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  無  
（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を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、添付資料２ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。  

4.  その他 （詳細は、添付資料３ページ「２．その他の情報」をご覧下さい。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 8,143,390株 22年3月期  8,143,390株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  190,791株 22年3月期  20,720株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 8,108,700株 22年3月期2Q 8,122,670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（６か月）の世界経済は、中国を中心に景気回復の動きが見られるものの、欧米では依然として雇

用情勢の悪化が続いており、本格的な回復にはまだ先行き不透明な状況が続いております。 

日本経済は、個人消費や生産に持ち直しの動きが見られるなど自律的な回復の基盤は整いつつあるものの、円高

の進行や失業率が高水準にあるなど、厳しい状況が続いております。 

当社グループの主要関連業界であるエレクトロニクス業界は、中国を始めとした新興国向け家電の需要継続と政

府のエコポイント制度などの景気対策を背景に堅調な回復を続けておりますが、液晶テレビを始め低価格化が進む

など、収益環境は厳しい状況が続いております。 

 また、汎用化学品業界は、需要に回復の兆しが見え始めております。 

  

このような状況の中、当社グループは顧客との関係強化に努め、新規製品の開発や既存製品の拡販に取り組んだ

結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,533,847千円（前年同期比＋1,775,270千円、＋30.8%）となりまし

た。  

損益面では、引き続き総経費削減や原価低減活動等のコスト対策に努めており、営業利益は712,677千円（前年

同期比＋1,435,350千円）、経常利益は575,498千円（前年同期比＋1,440,123千円）、当期純利益は517,013千円

（前年同期比＋1,444,173千円)となりました。 

  

【感光性材料事業】 

液晶用途向け感光性材料は、主に中国を始めとした新興国向け需要の増加に牽引され、回復が続いております。

また、半導体用途向け感光性材料も売上の回復が続きました。イオン液体・電解液は、精力的な需要開拓を進めて

おります。 

 以上の結果、同事業の売上高は3,932,818千円（前年同期比＋969,794千円、＋32.7％）となりました。 

  

【化成品事業】 

香料材料部門は、世界経済の回復と新興国需要の拡大に牽引され、引き続き堅調に推移しております。また、グ

リーンケミカル部門は、高付加価値品と溶剤リサイクルを中心に市場開拓を進め、電子材料業界を中心に需要の回

復が続いております。ロジスティック部門は、顧客満足度の維持・向上に努めた結果、タンク契約率は高水準を維

持するとともに、荷動き量も増加傾向にあります。 

 以上の結果、同事業の売上高は3,601,028千円（前年同期比＋805,475千円、＋28.8％）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は22,712,850千円となり、前連結会計年度末に比べて122,663千円

の減少となりました。 

流動資産は8,119,705千円で、前連結会計年度末に比べて531,456千円の増加となりました。これは主に受取手形

及び売掛金300,686千円の増加と商品及び製品222,077千円の増加によるものであります。 

固定資産は14,593,144千円で、前連結会計年度末に比べて654,120千円の減少となりました。これは主に減価償

却に伴う有形固定資産534,638千円の減少によるものであります。 

流動負債は9,692,141千円で、前連結会計年度末に比べて265,156千円の減少となりました。これは主に短期借入

金598,000千円の減少と支払手形及び買掛金216,216千円の増加によるものであります。 

固定負債は6,713,563千円で、前連結会計年度末に比べて282,416千円の減少となりました。これは主に長期借入

金296,220千円の減少によるものであります。 

純資産合計は6,307,145千円で、前連結会計年度末に比べて424,910千円の増加となりました。これは主に利益剰

余金517,013千円の増加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23年３月期の通期連結業績予想につきましては、本日（平成22年11月９日）発表しております「第２四半期

連結累計期間の業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

該当事項はありません。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理の変更 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31 

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用

しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ932千円減少し、税金等調整前四半 

期純利益は12,809千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は56,163千

円であります。 

  

②表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一 

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第5号）の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間及び当第２

四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  

２．その他の情報
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,347,356 1,329,473

受取手形及び売掛金 2,534,714 2,234,028

商品及び製品 3,038,705 2,816,627

仕掛品 97,810 97,445

原材料及び貯蔵品 957,899 1,014,764

その他 145,792 98,180

貸倒引当金 △2,573 △2,271

流動資産合計 8,119,705 7,588,249

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,207,832 5,369,149

機械装置及び運搬具（純額） 3,126,622 3,488,952

土地 4,410,875 4,410,875

建設仮勘定 581,421 563,867

その他（純額） 286,217 314,763

有形固定資産合計 13,612,969 14,147,608

無形固定資産   

のれん 23,046 24,572

その他 480,426 549,899

無形固定資産合計 503,473 574,472

投資その他の資産   

その他 487,484 535,966

貸倒引当金 △10,781 △10,781

投資その他の資産合計 476,702 525,184

固定資産合計 14,593,144 15,247,265

資産合計 22,712,850 22,835,514
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,025,263 1,809,046

短期借入金 6,702,440 7,300,440

未払法人税等 21,289 26,462

引当金 232,945 190,133

その他 710,202 631,215

流動負債合計 9,692,141 9,957,298

固定負債   

長期借入金 5,109,890 5,406,110

退職給付引当金 901,492 890,777

その他の引当金 96,066 91,869

その他 606,114 607,223

固定負債合計 6,713,563 6,995,980

負債合計 16,405,705 16,953,278

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,618,888 1,618,888

資本剰余金 1,541,589 1,541,589

利益剰余金 3,247,075 2,730,062

自己株式 △83,162 △12,578

株主資本合計 6,324,391 5,877,961

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,328 2,668

評価・換算差額等合計 △18,328 2,668

少数株主持分 1,082 1,605

純資産合計 6,307,145 5,882,235

負債純資産合計 22,712,850 22,835,514
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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：千円）

前第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) 

当第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) 

売上高 5,758,576 7,533,847

売上原価 5,534,552 5,722,203

売上総利益 224,024 1,811,643

販売費及び一般管理費 946,697 1,098,965

営業利益又は営業損失（△） △722,672 712,677

営業外収益   

受取利息 816 272

受取配当金 4,364 4,502

助成金収入 29,368 －

技術指導料 15,002 17,587

その他 29,328 9,129

営業外収益合計 78,880 31,491

営業外費用   

支払利息 84,111 71,215

休止固定資産減価償却費 47,647 －

為替差損 47,555 93,605

その他 41,517 3,850

営業外費用合計 220,832 168,671

経常利益又は経常損失（△） △864,624 575,498

特別損失   

固定資産除却損 60,726 1,093

投資有価証券評価損 － 25,877

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,876

特別損失合計 60,726 38,848

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（△）

△925,351 536,650

法人税、住民税及び事業税 3,320 3,319

法人税等調整額 △918 16,838

法人税等合計 2,401 20,158

少数株主損益調整前四半期純利益 － 516,491

少数株主損失（△） △592 △522

四半期純利益又は四半期純損失（△） △927,159 517,013
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,108,448 3,706,987

売上原価 2,785,459 2,822,283

売上総利益 322,989 884,703

販売費及び一般管理費 479,194 584,416

営業利益又は営業損失（△） △156,204 300,286

営業外収益   

受取利息 432 151

受取配当金 1,095 1,091

助成金収入 29,368 －

技術指導料 15,002 17,587

その他 17,299 4,389

営業外収益合計 63,198 23,219

営業外費用   

支払利息 40,324 34,674

休止固定資産減価償却費 19,056 －

為替差損 38,815 50,824

その他 17,278 2,154

営業外費用合計 115,475 87,653

経常利益又は経常損失（△） △208,482 235,852

特別損失   

固定資産除却損 60,344 －

特別損失合計 60,344 －

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（△）

△268,827 235,852

法人税、住民税及び事業税 1,660 1,660

法人税等調整額 △459 △535

法人税等合計 1,200 1,124

少数株主損益調整前四半期純利益 － 234,728

少数株主損失（△） △592 △246

四半期純利益又は四半期純損失（△） △269,434 234,974
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第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) 

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（△）

△925,351 536,650

減価償却費 1,098,686 909,384

のれん償却額 1,526 1,526

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,876

引当金の増減額（△は減少） △24,098 58,026

受取利息及び受取配当金 △5,181 △4,775

支払利息 84,111 71,215

固定資産除却損 60,726 1,093

売上債権の増減額（△は増加） △979,775 △300,686

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,275,401 △165,577

仕入債務の増減額（△は減少） 119,667 216,216

未払又は未収消費税等の増減額 177,944 △48,260

その他 △5,853 57,825

小計 877,804 1,344,517

利息及び配当金の受取額 4,576 4,671

利息の支払額 △89,665 △76,539

保険金の受取額 265,751 －

補償金の受取額 50,000 －

法人税等の支払額 △3,940 △6,639

法人税等の還付額 7,787 4,150

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,112,315 1,270,159

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 △947,458 △178,032

有形固定資産の除却による支出 △95 －

無形固定資産の取得による支出 △70,512 △60,962

投資有価証券の取得による支出 △304 △320

貸付けによる支出 △160 △2,000

貸付金の回収による収入 178 1,478

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,018,351 △239,836

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 12,730,000 6,100,000

短期借入金の返済による支出 △11,598,000 △6,818,000

長期借入れによる収入 850,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △1,697,770 △1,276,220

リース債務の返済による支出 △39,422 △35,384

自己株式の取得による支出 － △70,583

配当金の支払額 △169 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー 244,637 △1,000,233

現金及び現金同等物に係る換算差額 85 △12,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 338,686 17,883

現金及び現金同等物の期首残高 539,928 829,473

現金及び現金同等物の四半期末残高 878,615 847,356
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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） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

（1）感光性材料事業   半導体用感光性材料、液晶表示装置用感光性材料、電池材料ならびに電気二重 

層材料等、フォトレジスト用現像液 

（2）化成品事業     医薬・香料・塗装・溶剤などの中間体、化成品の保管・運送 

  

〔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21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

前第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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア・・・台湾、韓国、中国、シンガポール 他 

（2）北米 ・・・米国 

（3）欧州 ・・・スイス、スペイン、フランス 他 

３．海外売上高は、当社及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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
感光性材料事業

（千円） 
化成品事業 
（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  2,963,024  2,795,552  5,758,576  －  5,758,576

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 1,340  206,364  207,704 (207,704)  －

  計  2,964,365  3,001,916  5,966,281  (207,704)  5,758,576

 営業利益又は営業損失（△）  △792,751  70,079  △722,672  －  △722,672

  アジア 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）   864,462   610,553   272,284   55,342   1,802,642

Ⅱ 連結売上高（千円）                               5,758,576

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
  15.0   10.6   4.7   1.0   31.3
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経 

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社に共通機能の管理部門を置き、各事業部は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の 

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「感光性 

材料事業」及び「化成品事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「感光性材料事業」は、半導体用感光性材料、液晶表示装置用感光性材料、電池材料ならびに電気二重層 

材料等、フォトレジスト用現像液を生産しております。「化成品事業」は、医薬・香料・塗装・溶剤などの 

中間体の生産ならびに化成品の保管・運送を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

当第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） 

(注) セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

重要な事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

   

自己株式の取得 

平成22年９月15日開催の取締役会決議に基づき、平成22年９月16日に自己株式170,000株70,550千円を取得し

ております。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注） 感光性材料事業 化成品事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高  3,932,818  3,601,028  7,533,847  －  7,533,847

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 957  432,071  433,028  △433,028  －

計  3,933,776  4,033,099  7,966,875  △433,028  7,533,847

セグメント利益  128,203  584,473  712,677  － 712,677

（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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