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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 69,102 △15.0 △895 ― △3,191 ― △3,609 ―

21年3月期第3四半期 81,311 ― 532 ― △2,294 ― △2,816 ―

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3四半期 △9.01 ―

21年3月期第3四半期 △7.21 ―

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3四半期 172,160 42,046 24.4 105.00
21年3月期 163,805 45,372 27.7 113.25

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  42,029百万円 21年3月期  45,339百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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  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 105,000 0.3 3,400 △36.9 800 △72.7 △800 ― △1.99
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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  無  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。 

(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 

上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替の変動等にかか
わるリスクや不確定要因により実際の業績及び配当金が記載の予想数値と異なる可能性があります。詳細は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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 403,839,431株 21年3月期  403,839,431株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,585,475株 21年3月期  3,515,620株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 400,286,652株 21年3月期第3四半期 390,827,932株
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【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 

当第３四半期連結累計期間の世界経済は、一時期の極端な低迷からは脱して回復基調にありましたが、為替

が円高に推移したことと併せ、当社グループにとって極めて厳しい事業環境となりました。 

無機化学事業部門では、酸化チタン、機能材料とも、中国を中心とした一部のアジア地域での需要回復が鮮

明となりましたが、国内での需要は部分的かつ緩やかな回復にとどまったため、売上高は336億円（前年同期

比48億円減）となりました。 

有機化学事業部門では、主力の農薬で南米向け殺菌剤の販売が伸長しましたが、昨年まで好調であった欧州

向け販売が対ユーロでの大幅な円高と天候要因による殺菌剤販売の落ち込みなどによって減少したため、売上

高は294億円（前年同期比82億円減）となりました。 

建設事業は受注工事の完成により売上高52億円（前年同期比９億円増）、その他の事業は売上高７億円（前

年同期並）となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は691億円（前年同期比122億円減）、営業損失８億

円（前年同期は５億円の営業利益）、経常損失31億円（前年同期は22億円の経常損失）となりました。当四半

期純損失は、特別損失として連結子会社の事業構造改善費用４億円などを計上したことから36億円（前年同期

は28億円の純損失）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、６億円の収入（前年同期比36億円収入

増）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により29億円の支出（前年同期

比９億円支出減）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増などにより70億円の収

入（前年同期比７億円収入増）となりました。 

この結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前連結会計年度末より48億円増の174億円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期の業績及び今後の見通し等を踏まえて、平成21年11月６日に公表しました平成22年３月期の通期

業績予想（連結・個別）を修正しました。 

詳細は平成22年２月10日に別途公表しました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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(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 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」 (企業会計基準第15号 平成19年12月27日) 及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」 

(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日) を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準 (工事の進捗率の見積りは原価比例法) を、その他の工事については工事

完成基準を適用しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

 

(4) 重要な偶発債務 

１. 四日市工場内における土壌・地下水汚染への対応 

コンプライアンス総点検後のボーリング調査の結果、当社四日市工場内において、土壌環境基準を超過する

有害物質の検出が認められました。これを受け、当社は、第三者の学識経験者による「環境専門委員会」を設

置し同委員会の指導と助言の下、四日市工場全域の土壌・地下水調査を行った結果、主に工場の過去の生産活

動に由来すると考えられる環境基準を超える汚染が認められましたので、三重県生活環境の保全に関する条例

に基づき土壌・地下水汚染発見に係る届出書を、所管する四日市市に提出しました。現在は詳細調査を継続す

ると共に具体的な修復対策の立案に着手しつつあり、平成22年度には具体的な修復対策が固まるものと見込ま

れますが、現時点では、その費用を合理的に見積ることは困難であります。 

２. 四日市工場内に存在すると推定される埋設物への対応 

コンプライアンス総点検において公表した四日市工場内において撤去を要すると考えられる埋設物等の調査

状況は下記のとおりであり、将来的に一定の範囲での業績への影響は避けられないものと考えていますが、現

在も埋設物の種類・性状・埋設物等の確認に至っておらず、その措置に関する費用を現時点で合理的に見積る

ことは困難であります。 

①第２グラウンドの埋設物 

当該場所は、過去に沈殿池として使用されていた経緯から、合法的に処理された廃棄物も存在しており、こ

れらと違法性の認められる埋設物を峻別の上撤去することとなります。埋設物の位置を特定するための確認調

査の過程で、地中での金属反応と他の地層と異なる地質が存在することを確認しており、ボーリング及び試掘

調査を実施した結果、一部の廃棄物（金属物）の埋設が確認されました。平成22年度から平成25年度頃までに、

更に埋設物の埋設位置・範囲の特定並びに適切な埋設物撤去方法の検討を実施する予定としております。 

なお、埋設物撤去方法の検討の過程において、埋設状況の全体概要の推定が可能になるものと考えておりま

す。 

②旧ＳＲ(合成ルチル)工場跡地の無機性汚泥など 

同工場跡地で仮保管していた施工地からの回収フェロシルトは、平成21年１月から搬出を開始し、搬出が完

了した区画から順次掘削を開始しております。掘削区画からはフェロシルトと思われる無機性汚泥などが確認

されました。埋設状況の全体概要が判明する時期は、平成22年度中を目処に考えております。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 17,647 12,681

受取手形及び売掛金 22,356 23,332

商品及び製品 19,104 22,714

仕掛品 15,258 7,699

原材料及び貯蔵品 12,036 11,173

繰延税金資産 2,788 3,302

その他 4,854 5,827

貸倒引当金 △249 △289

流動資産合計 93,797 86,441

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 21,284 21,596

その他（純額） 34,099 34,132

有形固定資産合計 55,383 55,729

無形固定資産   

のれん 52 70

その他 238 193

無形固定資産合計 291 264

投資その他の資産   

投資有価証券 5,496 5,473

繰延税金資産 16,623 15,323

その他 739 662

貸倒引当金 △151 △69

投資損失引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 22,688 21,370

固定資産合計 78,363 77,363

資産合計 172,160 163,805
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,776 14,481

短期借入金 40,713 38,316

未払法人税等 460 516

フェロシルト回収損失引当金 4,072 4,926

その他の引当金 244 742

その他 17,512 13,313

流動負債合計 79,780 72,297

固定負債   

長期借入金 22,554 16,971

退職給付引当金 7,677 7,185

フェロシルト回収損失引当金 10,540 12,316

その他の引当金 400 489

長期預り金 6,387 6,793

その他 2,773 2,378

固定負債合計 50,333 46,135

負債合計 130,113 118,433

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,420 43,420

資本剰余金 10,625 10,625

利益剰余金 △8,607 △4,998

自己株式 △662 △656

株主資本合計 44,775 48,391

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24 △42

繰延ヘッジ損益 △4 △1

為替換算調整勘定 △2,796 △3,038

在外子会社年金債務調整額 30 29

評価・換算差額等合計 △2,745 △3,051

少数株主持分 16 32

純資産合計 42,046 45,372

負債純資産合計 172,160 163,805
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 81,311 69,102

売上原価 65,088 55,608

売上総利益 16,222 13,494

販売費及び一般管理費 15,689 14,389

営業利益又は営業損失（△） 532 △895

営業外収益   

受取利息 122 16

受取配当金 77 40

受取賃貸料 － 55

その他 375 146

営業外収益合計 576 259

営業外費用   

支払利息 1,339 1,242

持分法による投資損失 41 103

為替差損 1,129 371

その他 892 836

営業外費用合計 3,403 2,555

経常損失（△） △2,294 △3,191

特別利益   

前期損益修正益 － 86

保険差益 137 48

訴訟債務取崩益 427 －

修繕引当金戻入額 186 －

その他 158 14

特別利益合計 910 150

特別損失   

固定資産処分損 274 429

投資有価証券評価損 72 0

事業構造改善費用 － 493

その他 2 25

特別損失合計 350 949

税金等調整前四半期純損失（△） △1,734 △3,990

法人税、住民税及び事業税 573 454

過年度法人税等 147 －

法人税等調整額 375 △818

法人税等合計 1,096 △364

少数株主損失（△） △15 △16

四半期純損失（△） △2,816 △3,609
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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損失（△） △1,734 △3,990

減価償却費及びその他の償却費 3,921 4,093

減損損失 － 23

事業構造改善費用 － 493

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54 49

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

343 430

フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) △7,880 △2,630

その他の引当金の増減額（△は減少） △807 △498

受取利息及び受取配当金 △200 △57

支払利息 1,339 1,242

為替差損益（△は益） 333 △6

持分法による投資損益（△は益） 45 107

固定資産処分損益（△は益） 174 178

投資有価証券評価損益（△は益） 72 0

売上債権の増減額（△は増加） 3,913 864

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,455 △4,694

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,132 424

仕入債務の増減額（△は減少） 2,033 1,982

その他の流動負債の増減額（△は減少） △495 4,114

その他 △134 △60

小計 △1,453 2,068

利息及び配当金の受取額 184 57

利息の支払額 △1,170 △1,140

保険金の受取額 137 48

法人税等の支払額 △624 △347

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,927 686

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20 △20

定期預金の払戻による収入 20 20

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △810 △9

固定資産の取得による支出 △3,646 △3,282

固定資産の売却による収入 475 276

貸付けによる支出 △226 △162

貸付金の回収による収入 301 236

残余財産の分配収入 － 21

その他 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,905 △2,918
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） △304 1,060

長期借入れによる収入 2,630 12,559

長期借入金の返済による支出 △5,115 △5,640

株式の発行による収入 2,784 －

リース債務の返済による支出 △331 △487

自家発電事業関連設備の譲渡による収入 6,924 －

預り金の返済による支出 △256 △398

自己株式の純増減額（△は増加） △20 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,309 7,086

現金及び現金同等物に係る換算差額 △736 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,259 4,844

現金及び現金同等物の期首残高 28,373 12,648

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 149 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,263 17,493
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

(単位：百万円) 

 
無機化学 
事業 

有機化学
事業 

建設事業
その他の
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

38,539 37,646 4,364 760 81,311 － 81,311

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 3,260 1,074 4,335 （4,335） －

計 38,539 37,646 7,625 1,835 85,646 （4,335） 81,311

営業利益 
又は営業損失(△） 

△3,729 5,811 389 52 2,524 （1,992） 532

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

(単位：百万円) 

 
無機化学 
事業 

有機化学
事業 

建設事業
その他の
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

33,676 29,429 5,285 710 69,102 － 69,102

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 2,409 612 3,021 （3,021） －

計 33,676 29,429 7,695 1,322 72,124 （3,021） 69,102

営業利益 
又は営業損失(△） 

△2,896 3,110 582 112 908 （1,803） △895

  

(注)  1. 事業区分は、製品の種類、製造方法及び市場等の類似性を勘案して決定しており、各事業区分に属す

る主要な製品又は事業内容は、次のとおりであります。 

(1) 無機化学事業：酸化チタン、機能材料、電子材料、その他化成品 

(2) 有機化学事業：農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤等）、有機中間体、医薬 

(3) 建設事業  ：建設業 

(4) その他の事業：商社業等 

2. 会計基準等の変更 

「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」に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用し

ております。これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

(単位：百万円) 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

45,982 7,628 3,557 24,142 81,311 － 81,311

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

21,391 3,322 20 93 24,828 （24,828） －

計 67,373 10,951 3,578 24,236 106,139 （24,828） 81,311

営業利益 
又は営業損失(△) 

3,727 △1,146 △33 653 3,200 （2,668） 532

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

(単位：百万円) 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

44,696 5,664 3,071 15,670 69,102 － 69,102

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

16,097 3,307 2 90 19,497 （19,497） －

計 60,793 8,972 3,073 15,760 88,599 （19,497） 69,102

営業利益 
又は営業損失(△) 

2,082 △374 35 724 2,467 （3,362） △895

 

(注)  1. 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、本邦以外の

各区分に属する主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：シンガポール、台湾 

(2) 米州 ：米国 

(3) 欧州 ：ベルギー、フランス、スペイン 

2. 会計基準等の変更 

「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」に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用し

ております。これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
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【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 16,849 8,597 25,289 291 51,028

Ⅱ 連結売上高（百万円）  81,311

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

20.7 10.6 31.1 0.4 62.8

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,488 7,193 17,074 187 38,942

Ⅱ 連結売上高（百万円）  69,102

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

21.0 10.4 24.7 0.3 56.4

 

(注)  1. 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、各区分に属

する主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、シンガポール 

(2) 米州 ：米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ 

(3) 欧州 ：ドイツ、オランダ、フランス、英国、ベルギー、イタリア、東欧及び中東地域 

(4) その他：オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ 

2. 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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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