
四半期報告書 

保土谷化学工業株式会社 

東京都港区芝公園二丁目４番１号 

  

（第153期第２四半期） 

自 平成22年７月１日 

至 平成22年９月30日 



目       次 

  頁

【表紙】   

    

第一部 【企業情報】  

第１ 【企業の概況】  

１ 【主要な経営指標等の推移】 ……………………………………………………………………………………  1

２ 【事業の内容】 ……………………………………………………………………………………………………  2

３ 【関係会社の状況】 ………………………………………………………………………………………………  2

４ 【従業員の状況】 …………………………………………………………………………………………………  2

第２ 【事業の状況】  

１ 【生産、受注及び販売の状況】 …………………………………………………………………………………  3

２ 【事業等のリスク】 ………………………………………………………………………………………………  3

３ 【経営上の重要な契約等】 ………………………………………………………………………………………  3

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ……………………………………………  4

第３ 【設備の状況】 ………………………………………………………………………………………………………  5

第４ 【提出会社の状況】  

１ 【株式等の状況】  

(1）株式の総数等 ……………………………………………………………………………………………………  6

(2）新株予約権等の状況 ……………………………………………………………………………………………  7

(3）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 …………………………………………………  10

(4）ライツプランの内容 ……………………………………………………………………………………………  10

(5）発行済株式総数、資本金等の推移 ……………………………………………………………………………  10

(6）大株主の状況 ……………………………………………………………………………………………………  10

(7）議決権の状況 ……………………………………………………………………………………………………  11

２ 【株価の推移】 ……………………………………………………………………………………………………  11

３ 【役員の状況】 ……………………………………………………………………………………………………  11

第５ 【経理の状況】 ………………………………………………………………………………………………………  12

１ 【四半期連結財務諸表】  

(1）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………  13

(2）四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………  15

(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………  17

２ 【その他】 …………………………………………………………………………………………………………  29

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 …………………………………………………………………………………  29

  

  
  

四半期レビュー報告書 
  
  
確認書  

 



  

   

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年11月15日 

【四半期会計期間】 第153期第２四半期（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

【会社名】 保土谷化学工業株式会社 

【英訳名】 Hodogaya Chemical Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  喜多野 利和 

【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園二丁目４番１号 

【電話番号】 （03）6430－3600 

【事務連絡者氏名】 経営企画部長  松野 眞一 

【 寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園二丁目４番１号 

【電話番号】 （03）6430－3631 

【事務連絡者氏名】 経営企画部長  松野 眞一 

【縦覧に供する場所】 保土谷化学工業株式会社大阪支店 

（大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



連結経営指標等 

（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第152期第２四半期連結累計（会計）期間及び第152期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益に

ついては、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。また、第153期第２四半期連

結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第152期 

第２四半期連結
累計期間 

第153期 
第２四半期連結

累計期間 

第152期 
第２四半期連結

会計期間 

第153期 
第２四半期連結 

会計期間 
第152期 

会計期間 

自 平成21年 
４月１日 

至 平成21年 
９月30日 

自 平成22年 
４月１日 

至 平成22年 
９月30日 

自 平成21年 
７月１日 

至 平成21年 
９月30日 

自 平成22年 
７月１日 

至 平成22年 
９月30日 

自 平成21年 
４月１日 

至 平成22年 
３月31日 

売上高 （百万円）  14,868  15,697  7,695  8,288  31,463

経常利益又は 

経常損失（△） 
（百万円）  △316  513  8  328  734

四半期純利益又は 

四半期（当期）純 

損失（△） 

（百万円）  △696  100  △128  39  △429

純資産額 （百万円） － －  26,872  26,462  26,803

総資産額 （百万円） － －  51,487  48,961  50,585

１株当たり純資産額 （円） － －  335.77  329.09  334.83

１株当たり四半期 

純利益又は四半期 

（当期）純損失（△） 

（円）  △8.80  1.28  △1.62  0.51  △5.42

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

（円）  －  1.28  －  －  －

自己資本比率 （％） － －  51.7  53.2  52.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  1,249  1,929 － －  3,419

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △376  △1,303 － －  △819

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  928  △1,752 － －  △932

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（百万円） － －  8,780  7,427  8,642

従業員数 （名） － －  694  621  676
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(1）事業内容の重要な変更 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。 

  

(2）主要な関係会社の異動 

 当第２四半期連結会計期間において、SFC Co., Ltd.株式を取得したことに伴い、同社が新たに提出会社の関係

会社となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

  

   

(1）連結会社における状況 

（注）１ 従業員数は就業人員数であります。  

２ 当第２四半期連結会計期間より、従業員数の算定方法を変更し、派遣社員等を除いて集計しており 

  ます。 

  

(2）提出会社の状況 

（注）１ 従業員数は就業人員数であります。  

    ２ 当第２四半期会計期間より、従業員数の算定方法を変更し、派遣社員等を除いて集計しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

名称 住所 
資本金 

（千ウォン） 
主要な事業の内容

議決権の所有 
（又は被所有） 

割合（％） 
関係内容 

（持分法適用関連

会社）  

SFC Co., Ltd.  

  

  

大韓民国・忠淸北

道淸原郡 
 1,710,885

有機EL素子材料お

よび精密化学品の

製造・販売 

 33.8 業務提携 

４【従業員の状況】

平成22年９月30日現在

従業員数（名）   621

平成22年９月30日現在

従業員数（名）  379
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(1）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間における生産実績を、セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１ 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注実績 

  当社グループ（当社及び連結子会社）は、主として見込み生産をしており、受注生産高の売上高に占める割合の

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

(3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を、セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 生産高（百万円） 

機能性色素  1,580

機能性樹脂  1,411

基礎化学品  1,037

アグロサイエンス  51

 報告セグメント計  4,080

その他  －

合計  4,080

セグメントの名称 販売高（百万円） 

機能性色素  2,243

機能性樹脂  2,811

基礎化学品  2,059

アグロサイエンス  782

 報告セグメント計  7,897

その他  391

合計  8,288

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

－　3　－



(1）経営成績の分析 

当第２四半期連結会計期間の事業の概要は次のとおりです。 

〔機能性色素セグメント〕  

 電子材料事業は、主力の事務機分野が、需要の鈍化と価格競争の激化により、第1四半期並みに留まりまし

た。  

 色素材料事業は、引き続きアルミ着色用・文具用染料が、堅調に推移したことに加え、繊維用染料が好調に推

移いたしました。  

 有機EL材料事業は、モバイル用ディスプレイ向けの需要が増加しつつあります。  

 以上の結果、当セグメントの売上高は、2,243百万円となりました。 

 

〔機能性樹脂セグメント〕  

 樹脂材料事業は、ＰＴＧ（ウレタン原料）に需要の回復が見られたことと、アジア向け輸出が旺盛な接着剤

や、国内需要が回復した硬化剤等が、好調を維持したことにより、全体では堅調に推移いたしました。  

 特殊化学品事業は、樹脂関連分野が好調で、医薬品分野も需要が順調に回復しております。   

 建築材料事業の材料販売は、依然として建築業界の本格的回復が見えない中、新築・改修物件の減少と価格競

争の激化により、低調に推移いたしました。  

 また、防水・止水工事も、物件の増加傾向が見られず、低迷いたしました。  

 以上の結果、当セグメントの売上高は、2,811百万円となりました。 

 

〔基礎化学品セグメント〕  

 過酸化水素は、紙パルプ分野が生産調整の継続で伸び悩んだものの、半導体向けを始めとした工業薬品分野の

需要の回復から、堅調に推移いたしました。  

 過炭酸ソーダは、洗浄剤分野の需要が堅調に推移いたしました。  

  以上の結果、当セグメントの売上高は、2,059百万円となりました。 

 

〔アグロサイエンスセグメント〕  

 アグロサイエンス事業は、第２四半期から、家庭園芸用除草剤および殺虫剤の需要が回復しました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は、782百万円となりました。 

   

上記の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比593百万円（7.7%）増の 百万円となりまし

た。また、損益面では、営業利益が前年同期比272百円（116.1%）増の 百万円、経常利益が同319百万円（－%）

増の 百万円となり、四半期純利益は同168百万円（－%）増の 百万円となりました。 

  

（注） 第１四半期連結会計期間から、セグメント区分を変更したため、各セグメントの対前年同期との金額比

較は記載しておりません。   

   

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

8,288

507

328 39
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(2）財政状態の分析 

 当第２四半期連結会計期間末（９月末）における資産合計は、48,961百万円となり、前連結会計年度末（３月

末）比1,623百万円の減少となりました。  

 資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少1,095百万円、受取手形及び売掛金の減少716百万円によるもので

す。 

 負債は、前連結会計年度末比1,282百万円の減少となりました。その主な要因は、短期・長期借入金の減少1,582

百万円によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末比341百万円の減少となりました。その主な要因は、配当金の支払等による利益剰

余金の減少257百万円、その他有価証券評価差額金の減少188百万円によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は %となりました。 

  

(3）キャッシュ・フローの状況の分析 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間末比1,302百万円減の7,427百万

円（前年同期比1,353百万円減）となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等による支出を税金等調整前四半期純利益、減価償却

費、たな卸資産の減少等の収入が上回り、1,029百万円の収入となりました。（前年同期は735百万円の収入） 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出及び関係会社株式の取得による

支出等により、1,209百万円の支出となりました。（前年同期は201百万円の支出） 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期・長期借入金の返済及び配当金の支払等により、1,118百万円の

支出となりました。（前年同期は697百万円の支出） 

  

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に、重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。  

  

(5）研究開発活動 

 当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、332百万円であります。 

  

(1）主要な設備の状況 

 平成22年３月期の有価証券報告書に記載したカーボンナノチューブ製造設備の移設は、平成22年８月に完了しま

した。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備投資計画はありません。 

  

53.2

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  200,000,000

計  200,000,000

種類 
第２四半期会計期間 
末現在発行数（株） 

（平成22年９月30日） 

提出日現在 
発行数（株） 

（平成22年11月15日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式  84,137,261  84,137,261
東京証券取引所 

市場第一部 

単元株式数は1,000株で 

あります。 

計  84,137,261  84,137,261 － － 
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① 新株予約権 

 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。 

平成16年６月29日定時株主総会決議 

（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数及び払込価額の調整 

新株予約権の目的となる株式の数及び払込価額は、以下の場合に調整されるものとします。 

① 株式数の調整 

新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調

整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予

約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による１株未満の株式数については、これを切り捨

てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。

（２）【新株予約権等の状況】

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成22年９月30日） 

新株予約権の数（個）  （注）１ 1,064

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  1,064,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり  （注）２ 418

新株予約権の行使期間 平成17年４月１日～平成27年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格   

資本組入額  

418

209

新株予約権の行使の条件 

１ 新株予約権者に相続が発生した場合には、当社所定の

手続きによるものとする。 

２ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないもの

とする。 

３ 当社の就業規則その他の定めにより懲戒解雇もしくは

諭旨解雇またはそれに準じた制裁を受けた場合、新株

予約権を行使できないものとする。 

４ 競合会社の役職員に就任した場合もしくは競業を営ん

だ場合（当社の書面による承諾を事前に得た場合を除

く）、新株予約権を行使できないものとする。 

５ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全

部または一部を放棄する旨を申し出た場合、新株予約

権を行使できないものとする。 

６ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決

議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新

株予約権割当契約書に定めるところによるものとす

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも

のとする。ただし、租税特別措置法による優遇税制を受け

る場合は譲渡することができない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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② 払込価額の調整 

新株予約権発生後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生日をもって次の算

式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３ 新株予約権の消却事由及び条件 

当社が消滅会社となる合併が株主総会で承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認

の議案もしくは株式移転の議案につき、株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で消却するこ

とができるものとします。 

新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は新株予約権を無償で消却すること

ができるものとします。 

その他の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。 

  

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成20年６月27日定時株主総会決議 

調整後１株当たり払込金額 ＝調整前１株当たり払込金額×
１ 

分割または併合の比率 

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成22年９月30日） 

新株予約権の数（個）  （注）１ 1,035

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  1,035,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり  （注）２ 299

新株予約権の行使期間 平成22年６月28日～平成25年６月27日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格   

資本組入額  

299

150

新株予約権の行使の条件 

１ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株

予約権の行使はできないものとする。 

２ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないもの

とする。 

３ 当社の就業規則その他の定めにより懲戒解雇もしくは

諭旨解雇またはそれに準じた制裁を受けた場合、新株

予約権を行使できないものとする。 

４ 競合会社の役職員に就任した場合もしくは競業を営ん

だ場合（当社の書面による承諾を事前に得た場合を除

く）、新株予約権を行使できないものとする。 

５ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全

部または一部を放棄する旨を申し出た場合、新株予約

権を行使できないものとする。 

６ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決

議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新

株予約権割当契約書に定めるところによるものとす

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも

のとする。ただし、租税特別措置法による優遇税制を受け

る場合は譲渡することができない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３ 
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（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数及び払込価額の調整 

新株予約権の目的となる株式の数及び払込価額は、以下の場合に調整されるものとします。 

① 株式数の調整 

新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調

整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予

約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による１株未満の株式数については、これを切り捨

てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。

② 払込価額の調整 

新株予約権発生後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生日をもって次の算

式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限ります。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社とな

る場合に限ります。）（以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再

編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」といいます。）を保有す

る新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会

社（以下「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。 

その他の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とします。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的である株式の種類」「新株予約権の目的で

ある株式の数」に準じて決定するものとします。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金

額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

します。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の

効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとします。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

るものとします。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。 

⑧ その他の新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。 

  

調整後１株当たり払込金額 ＝調整前１株当たり払込金額×
１ 

分割または併合の比率 
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金増減額
  

（百万円） 

資本金残高 
  

（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成22年７月１日～ 

平成22年９月30日 
 －  84,137  －  11,196  －  7,093

（６）【大株主の状況】

平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 

の割合（％） 

東ソー株式会社 東京都港区芝三丁目８番２号  28,049  33.34

保土谷化学工業株式会社 

（自己株式） 
東京都港区芝公園二丁目４番１号  5,030  5.98

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号  3,144  3.74

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号  2,987  3.55

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）  
東京都中央区晴海一丁目８番11号  2,682  3.19

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号  2,274  2.70

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号  1,645  1.96

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号  1,414  1.68

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号  1,201  1.43

株式会社東邦銀行 福島県福島市大町３番25号  1,183  1.41

計 －  49,611  58.96

－　10　－



①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおい

て、役員の異動はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

 普通株式     

 5,030,000

－ － 

完全議決権株式（その他） 
 普通株式 

     78,252,000
 78,252 － 

単元未満株式 
 普通株式 

    855,261
－ － 

発行済株式総数  84,137,261 － － 

総株主の議決権 －  78,252 － 

平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 

所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 

（株） 

所有株式数の
合計 

（株） 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 

の割合（％）

（自己保有株式） 

保土谷化学工業株式会社 

東京都港区芝公園 

二丁目４番１号 
 5,030,000  －  5,030,000  5.98

計 －  5,030,000  －  5,030,000  5.98

２【株価の推移】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円）  389  360  343  323  283  275

低（円）  351  279  294  264  250  243

３【役員の状況】
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期

連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限

責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

   

第５【経理の状況】
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１【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 5,028 6,123

受取手形及び売掛金 ※2  10,124 ※2  10,840

有価証券 2,400 2,520

商品及び製品 3,216 3,356

仕掛品 46 88

原材料及び貯蔵品 1,003 890

繰延税金資産 278 279

その他 323 434

貸倒引当金 △17 △26

流動資産合計 22,404 24,506

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,609 5,823

土地 11,179 11,179

その他（純額） 2,791 2,223

有形固定資産合計 ※1  19,580 ※1  19,225

無形固定資産   

のれん 680 794

その他 560 601

無形固定資産合計 1,240 1,395

投資その他の資産   

投資有価証券 4,136 3,464

長期貸付金 2 2

繰延税金資産 10 0

その他 1,763 2,563

貸倒引当金 △177 △574

投資その他の資産合計 5,735 5,457

固定資産合計 26,557 26,078

資産合計 48,961 50,585
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（単位：百万円）

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 4,257 4,306

短期借入金 5,943 6,675

未払法人税等 191 326

引当金 465 503

その他 1,950 1,458

流動負債合計 12,808 13,270

固定負債   

長期借入金 5,125 5,976

引当金 366 427

繰延税金負債 1,773 1,784

再評価に係る繰延税金負債 1,632 1,632

その他 792 690

固定負債合計 9,690 10,511

負債合計 22,499 23,781

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,196 11,196

資本剰余金 9,590 9,590

利益剰余金 4,786 5,044

自己株式 △1,692 △1,688

株主資本合計 23,881 24,143

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △174 13

繰延ヘッジ損益 △20 △21

土地再評価差額金 2,378 2,378

為替換算調整勘定 △32 △22

評価・換算差額等合計 2,151 2,347

新株予約権 41 41

少数株主持分 387 270

純資産合計 26,462 26,803

負債純資産合計 48,961 50,585
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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 14,868 15,697

売上原価 10,997 10,951

売上総利益 3,871 4,746

販売費及び一般管理費 ※1  3,806 ※1  3,912

営業利益 64 833

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 39 45

固定資産賃貸料 35 35

持分法による投資利益 21 15

雑収入 71 61

営業外収益合計 173 161

営業外費用   

支払利息 139 118

退職給付費用 153 153

雑損失 261 209

営業外費用合計 554 481

経常利益又は経常損失（△） △316 513

特別利益   

固定資産売却益 － 7

貸倒引当金戻入額 － 58

投資有価証券売却益 － 7

特別利益合計 － 73

特別損失   

固定資産除却損 77 24

投資有価証券評価損 107 330

ゴルフ会員権評価損 0 －

一時帰休損失 ※2  104 －

その他 0 －

特別損失合計 290 355

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（△）

△606 231

法人税等 111 165

少数株主損益調整前四半期純利益 － 66

少数株主損失（△） △21 △34

四半期純利益又は四半期純損失（△） △696 100
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

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 7,695 8,288

売上原価 5,543 5,801

売上総利益 2,151 2,486

販売費及び一般管理費 ※1  1,917 ※1  1,979

営業利益 234 507

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 2 1

固定資産賃貸料 24 16

持分法による投資利益 10 8

雑収入 26 9

営業外収益合計 66 39

営業外費用   

支払利息 72 57

退職給付費用 76 76

雑損失 143 83

営業外費用合計 292 218

経常利益 8 328

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 2 －

投資有価証券売却益 － 7

その他 0 －

特別利益合計 2 7

特別損失   

投資有価証券評価損 － 192

固定資産除却損 70 21

その他 0 －

特別損失合計 70 213

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（△）

△58 122

法人税等 81 85

少数株主損益調整前四半期純利益 － 37

少数株主損失（△） △12 △2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △128 39
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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（△）

△606 231

減価償却費 735 678

のれん償却額 167 170

引当金の増減額（△は減少） 179 123

受取利息及び受取配当金 △43 △49

支払利息 139 118

持分法による投資損益（△は益） △21 △15

有形固定資産売却損益（△は益） － △7

固定資産除却損 9 6

投資有価証券評価損益（△は益） 107 330

投資有価証券売却損益（△は益） － △7

売上債権の増減額（△は増加） 150 655

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,210 49

仕入債務の増減額（△は減少） △468 13

その他の資産・負債の増減額 123 147

未払消費税等の増減額（△は減少） 70 △166

その他 16 17

小計 1,768 2,297

利息及び配当金の受取額 57 64

利息の支払額 △139 △121

法人税等の支払額 △437 △311

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,249 1,929

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 △311 △346

有形及び無形固定資産の売却による収入 22 7

投資有価証券の取得による支出 △94 △63

関係会社株式の取得による支出 － △924

投資有価証券の売却による収入 － 17

関係会社の減資による収入 － 60

貸付けによる支出 △1 △1

貸付金の回収による収入 1 0

事業譲受による支出 － △56

その他 7 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △376 △1,303
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（単位：百万円）

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) 

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） 128 △265

長期借入れによる収入 1,900 －

長期借入金の返済による支出 △778 △1,316

配当金の支払額 △315 △314

少数株主からの払込みによる収入 － 160

少数株主への配当金の支払額 △1 △7

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △2 △4

リース債務の返済による支出 △1 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 928 △1,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,804 △1,136

現金及び現金同等物の期首残高 6,976 8,642

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △78

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  8,780 ※1  7,427
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【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】

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） 

１ 連結の範囲に関する事項の変更 

  連結の範囲の変更 

 第１四半期連結会計期間より、当社の子会社である株式会社ホドカ（現：保土谷テクノサービス株式会社）は、ポ

ンプ事業の譲渡により重要性が低下したため、連結の範囲から除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事項の変更 

  当第２四半期連結会計期間より、大韓民国SFC Co.,Ltd.株式の33.8%を取得したため、持分法適用の範囲に含めて

おります。 

３ 会計処理の原則及び手続の変更 

（１）企業結合に関する会計基準等の適用 

当第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「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）、「「研究開発費等に係る会計基

準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16

号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

（２）資産除去債務に関する会計基準の適用 

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。 

なお、この会計処理の変更による影響はありません。 

【表示方法の変更】

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） 

（四半期連結損益計算書） 

「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）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する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）の適用により、第１

四半期連結累計期間より、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

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） 

（四半期連結損益計算書） 

「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）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する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）の適用により、第１

四半期連結会計期間より、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  
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【簡便な会計処理】

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） 

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定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ず、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】

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） 

１ 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。 
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第２四半期連結累計期間 

  

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 百万円32,563 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 百万円32,153

※２ 受取手形裏書譲渡高は、 百万円であります。 43 ※２ 受取手形裏書譲渡高は、 百万円であります。 64

３ 連結子会社以外の会社等の借入金について次のとお

り保証を行っております。 

３ 連結子会社以外の会社等の借入金について次のとお

り保証を行っております。 

保証債務 保証債務 

取引先 保証内容 
金額 

（百万円）

共同過酸化水素㈱ 銀行借入  300

従業員 銀行借入  11

合計 －  311

取引先 保証内容 
金額 

（百万円）

共同過酸化水素㈱ 銀行借入  350

従業員 銀行借入  12

合計 －  362

  ――――――――――――――― ４ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。当連結会計年度末における貸出コミットメ

ントに係る借入金未実行残高は次のとおりでありま

す。 

  貸出コミットメントの総額 百万円2,000

借入実行残高 －百万円    

差引額 百万円2,000

（四半期連結損益計算書関係）

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） 

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りであります。 

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りであります。 

発送費 百万円708

人件費 百万円810

賞与引当金繰入額 百万円196

退職給付費用 百万円104

役員退職慰労引当金繰入額 百万円1

減価償却費 百万円103

のれん償却費 百万円167

研究開発費 百万円575

発送費 百万円727

人件費 百万円816

賞与引当金繰入額 百万円188

退職給付費用 百万円80

  

減価償却費 百万円106

のれん償却費 百万円170

研究開発費 百万円654

※２工場の一時帰休による損失の計上をしております。一

時帰休損失のうち主要な費目及び金額は、次の通りで

あります。 

   ―――――――――――― 

人件費 百万円39

減価償却費 百万円24

経費 百万円40
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第２四半期連結会計期間 

  

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第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） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

ストック・オプションとしての新株予約権 

当第２四半期連結会計期間末残高    百万円 

  

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） 

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りであります。 

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りであります。 

発送費 百万円373

人件費 百万円424

賞与引当金繰入額 百万円83

退職給付費用 百万円52

減価償却費 百万円52

のれん償却費 百万円83

研究開発費 百万円279

発送費 百万円380

人件費 百万円413

賞与引当金繰入額 百万円78

退職給付費用 百万円39

減価償却費 百万円53

のれん償却費 百万円86

研究開発費 百万円332

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 百万円6,361

有価証券 百万円2,420

計 百万円8,781

預入期間が３か月超の定期預金 百万円△1

現金及び現金同等物 百万円8,780

現金及び預金 百万円5,028

有価証券 百万円2,400

計 百万円7,428

預入期間が３か月超の定期預金 百万円△1

現金及び現金同等物 百万円7,427

（株主資本等関係）

株式の種類 当第２四半期連結会計期間末 

普通株式（千株）  84,137

株式の種類 当第２四半期連結会計期間末 

普通株式（千株）  5,030

41
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４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの 

  

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

 時価のあるその他有価証券が、企業グループの事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価

証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて変動が見られます。 

その他有価証券で時価のあるもの 

  

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月10日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金  316  4 平成22年３月31日 平成22年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年10月29日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金  316  4 平成22年９月30日 平成22年12月６日

（有価証券関係）

区分 取得原価（百万円） 
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

株式  2,494  2,330  △164

その他  2,406  2,405  △1

計  4,901  4,735  △166
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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） 

（注）１ 事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(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（ウレタン原料）、ウレタン系及びセメント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、研究受託業務等 

  

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 事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(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（ウレタン原料）、ウレタン系及びセメント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、研究受託業務等 

  

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）及び前第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） 

 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。 

  

（セグメント情報等）

【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  2,868  2,214  2,170  441  7,695  －  7,695

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 0  －  －  190  190 ( )190  －

計  2,868  2,214  2,170  632  7,886 ( )190  7,695

営業利益又は営業損失（△）  △152  166  175  45  234 ( )0  234

  
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  5,745  4,127  4,047  947  14,868  －  14,868

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 0  －  －  352  352 ( )352  －

計  5,745  4,127  4,047  1,300  15,221 ( )352  14,868

営業利益又は営業損失（△）  △341  112  230  62  63  0  64

【所在地別セグメント情報】
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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） 

（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 

(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・・・・・・・・・・・・ドイツ、オランダ、その他 

  

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 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 

(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・・・・・・・・・・・・ドイツ、オランダ、その他 

  

【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）  334  418  324  3  1,081

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  7,695

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 4.4  5.4  4.2  0.0  14.1

  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）  549  695  612  12  1,870

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  14,868

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 3.7  4.7  4.1  0.1  12.6
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１．報告セグメントの概要 

 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）及び当第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） 

 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、製品・サービスの類似性を基準とした区分毎に戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 この区分にしたがって、「機能性色素」、「機能性樹脂」、「基礎化学品」、「アグロサイエンス」を報

告セグメントとしております。   

  

２．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 

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）    (単位：百万円) 

  

  

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）    (単位：百万円) 

  

【セグメント情報】

  
  

報告セグメント 
その他
  

合計 
  

調整額 
  

四半期連結
損益計算書

計上額 
  機能性色素 機能性樹脂 基礎化学品

アグロ 
サイエンス

計 

売上高    

(1)外部顧客に対

する売上高 
 4,540  5,283  4,131  989  14,945  751  15,697 ―  15,697

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 0  26 ― ―  26  342  368  (368) ― 

計  4,540  5,309  4,131  989  14,971  1,093  16,065  (368)  15,697

セグメント利益

又はセグメント

損失(△) 

 278  200  302  △108  673  162  835  (2)  833

  
  

報告セグメント 
その他
  

合計 
  

調整額 
  

四半期連結
損益計算書

計上額 
  機能性色素 機能性樹脂 基礎化学品

アグロ 
サイエンス

計 

売上高    

(1)外部顧客に対

する売上高 
 2,243  2,811  2,059  782  7,897  391  8,288 ―  8,288

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 0  10 ― ―  10  173  184  (184) ― 

計  2,243  2,822  2,059  782  7,907  564  8,472  (184)  8,288

セグメント利益

又はセグメント

損失(△) 

 128  121  143  27  420  87  508  (1)  507
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(注）１ 各セグメントの主な製品  

(1)機能性色素・・・・・トナー用電荷制御剤、有機光導電体材料、有機ＥＬ材料、各種染料等 

(2)機能性樹脂・・・・・ＰＴＧ（ウレタン原料）、ウレタン系及びセメント系各種建築土木用

材料、一般化学工業用基礎原料等 

(3)基礎化学品・・・・・過酸化水素等 

(4)アグロサイエンス・・農薬原体・製剤等   

   ２ 「その他」は、報告セグメントに含まれない区分であり、倉庫業及び貨物運送取扱業、研究受 

    託業務等を含んでおります。 

    ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。  

   ４ 当第２四半期連結累計期間のセグメント利益の調整額△２百万円、及び当第２四半期連結会 

    計期間のセグメント利益の調整額△１百万円は、いずれもセグメント間取引消去であります。  

  

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 

 該当事項はありません。 

  

（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。  

  

当社及び子会社（一部を除く）の賃借事務所等については、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復

費に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産について移転等が予定されていないことから、資

産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりませ

ん。 

  

（資産除去債務関係）
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１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり四半期純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

第２四半期連結累計期間 

（注） １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

  

（１株当たり情報）

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 
（平成22年３月31日） 

  円 銭329 9   円 銭334 83

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） 

１株当たり四半期純損失 円 銭8 80

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 円 銭－ －

１株当たり四半期純利益 円 銭1 28

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 円 銭1 28

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

  

項目 
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） 

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額   

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半期

純損失（△）（百万円） 
 △696  100

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円） 
 △696  100

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式の期中平均株式数（千株）  79,209  79,111

    

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額    

四半期純利益調整額（百万円）   －  －

普通株式増加数（千株）   － 13

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要  

 －  －

－　28　－



第２四半期連結会計期間 

（注） １株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎 

  

 該当事項はありません。 

  

 第153期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当については、平成22年10月29日開催の取締役会

において、平成22年９月30日の 終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いた

しました。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

   

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） 

１株当たり四半期純損失 円 銭1 62

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 円 銭－ －

１株当たり四半期純利益 円 銭0 51

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 円 銭－ －

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

項目 
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） 

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半期

純損失（△）（百万円） 
 △128  39

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円） 
 △128  39

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式の期中平均株式数（千株）  79,206  79,108

（重要な後発事象）

２【その他】

① 配当金の総額 百万円316

② １株当たりの金額 ４円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月６日

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

－　29　－



   

  

  

  

  

   

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成21年11月６日

保土谷化学工業株式会社 

取締役会 御中 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鈴木 教夫  印 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 竹原 玄   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

る保土谷化学工業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期

連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４

月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、保土谷化学工業株式会社及び連結

子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

以 上

  
（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



   

  

  

  

  

   

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成22年11月10日

保土谷化学工業株式会社 

取締役会 御中 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鈴木 教夫  印 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 竹原 玄   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

る保土谷化学工業株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期

連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４

月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、保土谷化学工業株式会社及び連結

子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

以 上

  
（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



  

   

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年11月15日 

【会社名】 保土谷化学工業株式会社 

【英訳名】 Hodogaya Chemical Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  喜多野 利 和 

【 高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員 廣 田 秀 世 

【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園二丁目４番１号 

【縦覧に供する場所】 保土谷化学工業株式会社大阪支店 

 （大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

  



 当社代表取締役社長 喜多野利和及び当社 高財務責任者である取締役常務執行役員 廣田秀世は、当社の第153

期第２四半期（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基

づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】


