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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 16,807 ― 503 ― 403 ― △484 ―
20年3月期第2四半期 17,172 △5.3 1,250 △2.5 1,360 35.7 818 △77.1

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

21年3月期第2四半期 △6.10 ―
20年3月期第2四半期 10.03 ―

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

21年3月期第2四半期 58,488 31,649 53.9 398.03
20年3月期 65,265 35,783 54.7 447.47

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  31,539百万円 20年3月期  35,686百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 37,000 2.6 2,300 △15.3 1,800 △26.9 400 △64.8 5.05

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） 

[（注） 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(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 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。なお、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 また、たな卸資産の表示方法は、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期適用しております。 
 上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、上記業
績予想に関する事項は決算短信添付資料２ページをご覧ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 21年3月期第2四半期  84,137,261株 20年3月期  84,137,261株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,899,155株 20年3月期  4,385,756株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  79,408,662株 20年3月期第2四半期  81,549,939株
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当第２四半期連結累計期間の売上高は、世界的な景気減速の影響や一部事業の製造受託終了等により、

前年同期比３億65百万円（2.1％）減の168億７百万円となりました。 

損益面につきましては、拡販努力や製品価格の是正、コストダウン等を行いましたが、売上高の減少に

伴う利益減に加え、原燃料価格の上昇、円高の進行等の影響も受けたことから、営業利益は前年同期比７

億47百万円（59.8％）減の５億３百万円となりました。また、経常利益は、受取配当金が増加したもの

の、日本ポリウレタン工業㈱および同社子会社が持分法適用会社から外れたことによる持分法投資損益の

減少により、前年同期比９億56百万円（70.3％）減の４億３百万円となりました。第２四半期純損失につ

きましては、日本ポリウレタン工業㈱株式の追加譲渡により特別利益（約12億円）を計上したものの、同

株式譲渡による単体の特別利益（約49億円）に対する法人税等（約20億円）の発生に伴い、約８億円の減

益要因となり、前年同期比13億２百万円（－％）減の４億84百万円の損失となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の事業の概況は次のとおりです。 

〔精密化学品セグメント〕 

当セグメント全体の売上高は、前年同期比１億79百万円（2.8％）増の65億48百万円となりました。  

有機EL材料は、携帯電話メインディスプレイ向けに加え、中大型テレビや照明等の新規用途の検討も本

格化し好調に推移しました。色素材料は紙パルプ用染料が新規顧客の開拓により、またアルミ着色向け染

料が旺盛な海外需要を背景に増加しました。アグロサイエンスは合弁会社の設立が寄与し増加しました。

一方、電子材料は欧米の景気減速の影響やアジアの安価品との競争激化等により、また特殊化学品は主力

の医薬品分野における需要の落ち込み等により、ともに減少しました。  

〔機能性樹脂セグメント〕 

当セグメント全体の売上高は、前年同期比７億82百万円（14.2％）減の47億44百万円となりました。 

建材は厳しい事業環境の中、都市圏における駐車場物件等の受注増、原材料価格の高騰に伴う価格是正

等により増加しましたが、鋳材の製造受託が終了したこと、加えて樹脂材料ではPTGや接着剤が一部顧客

の在庫調整の影響等により減少しました。 

〔基礎化学品セグメント〕 

当セグメント全体の売上高は、前年同期比１億96百万円（4.6％）増の44億18百万円となりました。 

過酸化水素の販売が紙パルプ向けで伸長したこと、また原材料価格高騰に対応して製品価格を是正した

ことにより増加しました。 

  

総資産は、第２次グループ再編（日本ポリウレタン工業㈱株式の追加譲渡）に伴う投資有価証券の売却

等により、前期末比67億76百万円減の584億88百万円となりました。 

 負債は、未払法人税等の増加があったものの、有利子負債の減少が上回り、前期末比26億42百万円減の

268億39百万円となりました。 

 純資産は、第２次グループ再編に伴う利益剰余金の減少等により、前期末比41億34百万円減の316億49

百万円となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、サブプライムローン問題に端を発した金融危機が、実体経済に波及し、

世界同時不況の兆候が一段と強まっております。従って、当社グループを取り巻く事業環境は、より一層

・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

- 2 -

保土谷化学工業㈱(4112)　平成21年３月期　第２四半期決算短信



厳しさを増すことが予想されます。 

このような状況の下、当社グループは中期経営計画（「イノベーション９０」フェーズⅡ）で掲げる諸

施策を確実に実行してまいりますと共に、この下期につきましては、販売価格の是正や更なるコストダウ

ンに努めてまいります。セグメント別では、精密化学品セグメントは、電子材料事業は新製品の販売促

進、有機EL事業は市場拡大に合わせて成長戦略を強力に推進、アグロ事業は子会社である保土谷ＵＰＬ㈱

との一体運営により事業拡大を図ってまいります。機能化学品セグメントは、建材事業の事業買収効果の

取り込み、その他セグメントは物流事業の強化に取り組んでまいります。 

通期の業績予想につきましては、平成20年９月22日に発表しました修正のとおりであります。 

 なお、業績予想における下期為替レートは、105円/US$を想定しております。 
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該当事項はありません。 
(ご参考) 

前連結会計年度末において持分法適用会社であった日本ポリウレタン工業㈱は、保有株式の追加譲

渡に伴い関連会社から外れたため、第１四半期連結会計期間より持分法適用の範囲から除外しており

ます。同じく同社の子会社であった亜細亜工業㈱、日本ミラクトラン㈱、日本ポリウレタン(上海)有

限公司、日本ポリウレタン(瑞安)有限公司及びオート化学工業㈱も同様に持分法適用の範囲から除外

しております。 

  

簡便な会計処理 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②たな卸資産の評価方法 

当第２四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、前連結会計年度

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、たな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。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断 

前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に

ついて前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるため、前連結会計年度末の検討において

使用した将来の業績予測やタックスプランニングを利用する方法によっております。 

④連結会社相互間の債権債務及び取引高の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲で当該差異の調整を行わないで

債権と債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引の相殺消去 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときは、収益側の金額に合わせる方法によ

り相殺消去しております。 

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

 当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する方法を採用しております。 

 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。 

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
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①四半期財務諸表に関する会計処理の適用 

「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。なお、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務

諸表を作成しております。 

 また、たな卸資産の表示方法は、改正後の四半期財務諸表規則を早期適用しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ32百万円減少し、四半期純損失が20百万円増

加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告18号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 この会計処理の変更による影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会

平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理から通常の売却取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と

して計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この会計処理の変更による影響はありません。 

⑤たな卸資産の評価方法 

当社及び一部の連結子会社のたな卸資産は従来、主として移動平均法を採用しておりましたが、第

１四半期連結会計期間より総平均法による原価法を採用しております。この変更は、全社的な情報シ

ステムである基幹系業務統合システム(ERP)の導入を機に、業務プロセスの標準化を図るとともに、

月次決算における操業度や製造費用等の一時的な変動による在庫評価への影響を排除し、より適正な

期間損益を算定することを目的として行ったものです。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益が33百万円減少し、四半期純損失が19百万円増加しております。また、

(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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従来の方法によった場合に比べて、商品及び製品が０百万円、原材料及び貯蔵品が33百万円それぞ

れ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

⑥固定資産の減価償却方法 

当社の固定資産の減価償却方法は、従来、資本的支出分について、既存分の取得価額と合計して、

減価償却計算を行っておりましたが、全社的な情報システムである基幹系業務統合システム(ERP)の

導入を機に、第１四半期連結会計期間より、既存分の取得価額と資本的支出分を分けて減価償却計算

を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ14百万円増加し、四半期純損失が９百万円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 5,611 3,989 

受取手形及び売掛金 11,124 12,380 

有価証券 4,620 320 

商品及び製品 4,314 3,813 

仕掛品 129 519 

原材料及び貯蔵品 953 562 

繰延税金資産 826 853 

その他 305 324 

貸倒引当金 △57 △55 

流動資産合計 27,828 22,707 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 6,475 6,683 

土地 11,100 11,100 

その他 3,245 3,399 

有形固定資産合計 20,821 21,182 

無形固定資産 

のれん 430 506 

その他 783 943 

無形固定資産合計 1,213 1,449 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,900 18,426 

その他 2,302 2,081 

貸倒引当金 △577 △582 

投資その他の資産合計 8,625 19,925 

固定資産合計 30,660 42,557 

資産合計 58,488 65,265 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 5,283 5,739 

1年内償還予定の社債 － 100 

短期借入金 5,829 7,649 

未払法人税等 2,121 119 

引当金 591 639 

その他 1,186 2,079 

流動負債合計 15,012 16,326 

固定負債 

社債 － 450 

長期借入金 7,720 8,499 

引当金 682 600 

繰延税金負債 1,548 1,764 

再評価に係る繰延税金負債 1,632 1,632 

その他 242 207 

固定負債合計 11,826 13,154 

負債合計 26,839 29,481 

純資産の部 

株主資本 

資本金 11,196 11,196 

資本剰余金 9,593 9,594 

利益剰余金 9,883 13,524 

自己株式 △1,660 △1,531 

株主資本合計 29,012 32,783 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 185 494 

繰延ヘッジ損益 △23 △40 

土地再評価差額金 2,378 2,378 

為替換算調整勘定 △14 70 

評価・換算差額等合計 2,526 2,903 

新株予約権 41 － 

少数株主持分 68 97 

純資産合計 31,649 35,783 

負債純資産合計 58,488 65,265 
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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） 

当第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) 

売上高 16,807 

売上原価 12,536 

売上総利益 4,271 

販売費及び一般管理費 3,768 

営業利益 503 

営業外収益 

受取利息 15 

受取配当金 310 

持分法による投資利益 37 

雑収入 126 

営業外収益合計 489 

営業外費用 

支払利息 163 

退職給付費用 207 

雑損失 217 

営業外費用合計 589 

経常利益 403 

特別利益 

固定資産売却益 71 

関係会社株式売却益 1,283 

特別利益合計 1,355 

特別損失 

固定資産除却損 69 

ゴルフ会員権評価損 0 

特別損失合計 70 

税金等調整前四半期純利益 1,689 

法人税等 2,200 

少数株主損失（△） △26 

四半期純損失（△） △484 
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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） 

当第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) 

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 1,689 

減価償却費 833 

のれん償却額 82 

引当金の増減額（△は減少） △241 

受取利息及び受取配当金 △326 

支払利息 163 

持分法による投資損益（△は益） △37 

有形固定資産売却損益（△は益） △71 

固定資産除却損 0 

関係会社株式売却損益（△は益） △1,283 

売上債権の増減額（△は増加） 1,428 

たな卸資産の増減額（△は増加） △405 

仕入債務の増減額（△は減少） △510 

その他の資産・負債の増減額 △686 

未払消費税等の増減額（△は減少） △36 

その他 95 

小計 693 

利息及び配当金の受取額 333 

利息の支払額 △163 

法人税等の支払額 △210 

営業活動によるキャッシュ・フロー 652 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △450 

有形及び無形固定資産の売却による収入 4 

有価証券の取得による支出 △1,000 

投資有価証券の取得による支出 △2 

関係会社株式の売却による収入 9,775 

貸付金の回収による収入 0 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△146 

その他 7 

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,188 

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） △846 

長期借入金の返済による支出 △1,752 

社債の買入消却による支出 △502 

社債の償還による支出 △50 

配当金の支払額 △634 

少数株主への配当金の支払額 △2 

自己株式の売却による収入 3 

自己株式の取得による支出 △133 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,918 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,921 

現金及び現金同等物の期首残高 4,309 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,230 
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該当事項なし 

  

  

  

 当第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) 

  

 
  

(注) １ 事業の区分は社内管理上使用している区分によります。 

２ 各区分の主な製品 

 
３ 会計方針の変更 

(１) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿

価切下げの方法)に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が精密化学品で27百万円、基礎化学品で４百万

円、その他で０百万円それぞれ減少しております。 

(２) たな卸資産の評価方法の変更 

 当社及び一部の連結子会社のたな卸資産は従来、主として移動平均法を採用しておりましたが、第１四

半期連結会計期間より総平均法による原価法を採用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が精密化学品で15百万円、機能性樹脂で18百万

円それぞれ増加し、基礎化学品で35百万円、その他で31百万円それぞれ減少しております。 

(３) 固定資産の減価償却方法の変更 

 当社の固定資産の減価償却方法は、従来、資本的支出分について、既存分の取得価額と合計して、減価

償却計算を行っておりましたが、第１四半期連結会計期間から既存分の取得価額と資本的支出を分けて減

価償却計算を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が精密化学品で９百万円、機能性樹脂で５百万

円、基礎化学品で０百万円それぞれ増加しております。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

  【事業の種類別セグメント情報】

精密 
化学品 
(百万円)

機能性
樹脂 

(百万円)

基礎
化学品 
(百万円)

  
その他 
(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

6,548 4,744 4,418 1,095 16,807 ― 16,807

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 0 ― 798 798 (798) ―

計 6,548 4,744 4,418 1,894 17,606 (798) 16,807

営業利益(又は営業損失) 263 95 92 60 511 (8) 503

(１) 精密化学品・・・・・
トナー用電荷制御剤、有機光導電体材料、有機EL材料、各種中間体、各種染
料、農薬原体・製剤等

(２) 機能性樹脂・・・・・ PTG、ウレタン系各種建築土木用材料等

(３) 基礎化学品・・・・・ 過酸化水素、一般化学工業基礎原料等

(４) その他・・・・・・・
建設業、倉庫業及び貨物運送取扱業、研究受託業務、カーボンナノチューブ
等

- 11 -

保土谷化学工業㈱(4112)　平成21年３月期　第２四半期決算短信



 当第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) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地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20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
  

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

 
  

  

 当第２四半期連結累計期間において、平成19年６月28日の取締役会決議に基づく市場買付け及び単

元未満株式の買取りによる自己株式の増加は133百万円であり、単元未満株式の買増請求に伴う自己

株式の処分による減少は４百万円であります。 

 平成20年５月９日の取締役会決議に基づき、持分法適用会社であった日本ポリウレタン工業㈱の株

式を追加譲渡したことにより、第１四半期連結会計期間より日本ポリウレタン工業㈱及び同社の子会

社が持分法適用の範囲から除外されております。 

この影響により、利益剰余金が2,518百万円減少しております。 

 【所在地別セグメント情報】

 【海外売上高】

東南アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 807 913 678 5 2,405

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 16,807

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.8 5.4 4.0 0.0 14.3

(１) 東南アジア・・・・・・・・・・・・ 中国、韓国、台湾、その他

(２) 北アメリカ・・・・・・・・・・・・ アメリカ、カナダ

(３) ヨーロッパ・・・・・・・・・・・・ イタリア、ドイツ、その他

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

①自己株式に関する事項

②持分法適用会社除外による利益剰余金の減少
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１.（要約） 前中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日）

金額

売上高 17,172

売上原価 12,390

売上総利益 4,782

販売費及び一般管理費 3,531

営業利益 1,250

営業外収益 774

営業外費用 664

経常利益 1,360

特別利益 1

特別損失 325

税金等調整前中間純利益 1,036

法人税、住民税及び事業税 101

法人税等調整額 156

少数株主損失 △ 38

中間純利益 818
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２.(要約) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

  

３.事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日）

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,036

減価償却費 884

売上債権の増減額 930

仕入債務の増減額 △ 774

法人税等の支払額 △ 1,661

その他 △ 231

営業活動によるキャッシュ・フロー 184

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産取得による増減額 △ 739

投資有価証券の取得による支出 △ 79

その他 △ 55

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 875

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金及び社債の純増減額 1,645

その他 △ 712

財務活動によるキャッシュ・フロー 932

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 239

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,866

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間末残高 6,105

   （単位：百万円）

精密 
化学品 
(百万円)

機能性
樹脂 

(百万円)

基礎
化学品 
(百万円)

その他
(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 6,369 5,526 4,222 1,054 17,172 ― 17,172

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 0 ― ― 469 469 (469) ―

計 6,369 5,526 4,222 1,523 17,642 (469) 17,172

 営業利益又は 
 営業損失(△)

869 232 167 △21 1,248 2 1,250
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