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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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１四半期 28,244 16.7 848 － △1,244 － △1,702 －
22年３月期第１四半期 24,205 △26.1 72 △97.5 △803 － △915 －

 

 
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１四半期 △4.25 －
22年３月期第１四半期 △2.28 －

 
(2) 連結財政状態 

 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１四半期 173,854 42,793 24.6 106.84
22年３月期 174,381 44,811 25.7 111.87

（参考）自己資本     23年３月期第１四半期 42,760百万円      22年３月期 44,775百万円 

 
２．配当の状況 

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 －  

23年３月期(予想)  0.00 － 0.00 0.00 
（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

50,000 5.5 △300 － △3,100 － △3,000 － △7.49

通期 103,000 △1.4 8,000 46.0 5,000 87.2 2,500 － 6.24

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

 



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

(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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 

（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）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 403,839,431株 22年３月期 403,839,431株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,610,824株 22年３月期 3,601,931株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 400,232,077株 22年３月期１Ｑ 400,306,998株

 
 
※ 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レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

 
※ 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
条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、四半期決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧下さい。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期の連結業績につきましては、売上高は282億円（前年同期比40億円増）となりました。無機化

学事業では、主力の酸化チタン販売が国内外ともに前年同期に比べて回復し、機能材料、電子材料でも、電子

部品用途向けの販売が好調であったことなどから、売上高は125億円（前年同期比19億円増）と、概ね想定通

り推移しました。有機化学事業では、主力の農薬販売が、欧州地域を中心に前年同期比では回復を見せたもの

の、売上高は138億円（前年同期比９億円増）と小幅な増収にとどまり、想定を下回りました。建設事業は売

上高15億円（前年同期比９億円増）、その他の事業は売上高３億円（前年同期並）と概ね想定通りとなりまし

た。 

損益面では、酸化チタンの生産稼働率向上により原価率が改善したことなどから、営業利益は８億円（前年

同期比７億円増）と改善しましたが、営業外費用で欧州通貨の急激な円高の進行により多額の為替差損が発生

したことなどから、経常損失は12億円（前年同期は８億円の経常損失）と悪化しました。また、特別損失では、

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等を計上したことから、四半期純損失は17億円（前年同期は９億円

の四半期純損失）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末より４億円減少の178億円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少等により18億円の収入（前年同期比42億円収入

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５億円の支出（前年同期比２億円支出減）

となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済等により17億円の支出（前年同期比36億円支出

増）となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間につきましては、無機化学事業の業績は全体として当初の想定通りとなる見込みで

ありますが、有機化学事業では農薬の主力市場である欧州で農産物価格の下落による農薬の買い控え及び春先

の低温による病害虫の少発生などにより第２四半期の農薬の販売が当初の想定を下回る見通しであります。こ

れによる減益と営業外で持分法損益、為替差損益の悪化を織り込んだことなどから、平成22年５月14日に公表

いたしました連結業績予想を売上高500億円、営業損失３億円、経常損失31億円、四半期純損失30億円に修正

しております。また、個別の業績予想につきましても、売上高290億円、営業損失10億円、経常損失31億円、

四半期純損失28億円に修正しております。詳細につきましては、本日開示しております｢平成23年３月期第２

四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

なお、通期の業績予想につきましては、今後の為替相場や関連する需要動向など当社グループを取り巻く経

済環境が不透明な状況にあり、前回発表（平成22年５月14日）の業績予想は修正せずに据え置き、第２四半期

連結累計期間の業績発表時に改めて見直しを行う予定であります。 
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２．その他の情報 

(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. 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる期首の利益剰余金の減少額は242百万円であります。 

また、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

 

２. 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第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。 

これによる営業利益、経常損失に与える影響はそれぞれ軽微でありますが、税金等調整前四半期純損失は802

百万円増加しております。 

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864百万円であります。 

 

３. 企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四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）、「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７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。 

 

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書において、「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、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 
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(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

るととも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も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・埋設量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も

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、この検討

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ました。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23年度以降と考えております。 
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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：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 17,897 18,387

受取手形及び売掛金 34,865 29,661

商品及び製品 19,997 21,580

仕掛品 7,163 6,603

原材料及び貯蔵品 10,102 12,465

繰延税金資産 3,927 2,412

その他 1,409 2,149

貸倒引当金 △339 △311

流動資産合計 95,023 92,950

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 23,624 22,430

その他（純額） 33,466 35,815

有形固定資産合計 57,091 58,246

無形固定資産   

のれん 40 46

その他 340 319

無形固定資産合計 381 366

投資その他の資産   

投資有価証券 5,082 5,829

繰延税金資産 14,961 15,684

その他 1,470 1,459

貸倒引当金 △139 △140

投資損失引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 21,358 22,818

固定資産合計 78,831 81,430

資産合計 173,854 174,381
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 17,196 15,929

短期借入金 39,443 39,269

未払法人税等 151 747

フェロシルト回収損失引当金 3,115 2,700

その他の引当金 1,234 995

その他 10,355 8,582

流動負債合計 71,496 68,225

固定負債   

社債 2,000 2,000

長期借入金 27,520 29,126

退職給付引当金 7,900 7,777

フェロシルト回収損失引当金 10,594 11,410

その他の引当金 561 561

長期預り金 6,093 6,278

資産除去債務 864 －

その他 4,027 4,190

固定負債合計 59,564 61,344

負債合計 131,061 129,570

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 △8,266 △6,321

自己株式 △664 △664

株主資本合計 45,115 47,060

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13 50

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △2,371 △2,365

在外子会社年金債務調整額 29 29

評価・換算差額等合計 △2,354 △2,285

少数株主持分 32 35

純資産合計 42,793 44,811

負債純資産合計 173,854 174,381
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 24,205 28,244

売上原価 19,312 22,627

売上総利益 4,893 5,617

販売費及び一般管理費 4,820 4,768

営業利益 72 848

営業外収益   

受取利息 5 6

受取配当金 8 12

受取賃貸料 24 7

その他 47 29

営業外収益合計 86 55

営業外費用   

支払利息 376 471

持分法による投資損失 214 407

為替差損 133 1,020

その他 237 249

営業外費用合計 962 2,148

経常損失（△） △803 △1,244

特別利益   

前期損益修正益 3 －

固定資産売却益 3 －

その他 － 58

特別利益合計 6 58

特別損失   

固定資産処分損 180 262

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 802

その他 25 2

特別損失合計 206 1,067

税金等調整前四半期純損失（△） △1,003 △2,253

法人税、住民税及び事業税 227 192

法人税等調整額 △315 △742

法人税等合計 △87 △549

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,703

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △1

四半期純損失（△） △915 △1,702
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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損失（△） △1,003 △2,253

減価償却費及びその他の償却費 1,365 1,435

減損損失 23 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 27

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△4 123

フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) △1,203 △400

環境安全整備引当金の増減額(△は減少) － △20

その他の引当金の増減額（△は減少） 404 258

受取利息及び受取配当金 △13 △18

支払利息 376 471

為替差損益（△は益） 12 8

持分法による投資損益（△は益） 214 407

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 802

固定資産処分損益（△は益） 30 25

売上債権の増減額（△は増加） △5,612 △5,308

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,614 3,251

その他の流動資産の増減額（△は増加） 438 476

仕入債務の増減額（△は減少） 2,232 1,955

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,640 1,649

その他 △1 △0

小計 △1,716 2,893

利息及び配当金の受取額 14 18

利息の支払額 △282 △389

法人税等の支払額 △382 △658

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,367 1,863

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 △2 △5

固定資産の取得による支出 △809 △573

固定資産の売却による収入 26 58

貸付けによる支出 △14 △116

貸付金の回収による収入 32 118

投資活動によるキャッシュ・フロー △766 △518

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） △483 △521

長期借入れによる収入 3,139 30

長期借入金の返済による支出 △504 △947

リース債務の返済による支出 △139 △204

預り金の返済による支出 △135 △111

自己株式の純増減額（△は増加） △2 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,873 △1,755

現金及び現金同等物に係る換算差額 66 △41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,193 △451

現金及び現金同等物の期首残高 12,648 18,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,454 17,852
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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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

10,565 12,840 546 253 24,205 － 24,205

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 382 177 560 （560） －

計 10,565 12,840 929 430 24,766 （560） 24,205

営業利益 
又は営業損失(△） 

△953 1,632 △17 43 705 （632） 72

 

(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、当第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１四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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

13,246 1,526 453 8,977 24,205 － 24,205

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

6,564 1,103 0 36 7,704 （7,704） －

計 19,811 2,630 454 9,013 31,910 （7,704） 24,205

営業利益 
又は営業損失(△) 

390 100 △50 750 1,191 （1,118） 72

 

(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、当第

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１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,397 1,867 9,373 25 15,664

Ⅱ 連結売上高（百万円）  24,205

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

18.2 7.7 38.7 0.1 64.7

 

(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。 
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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、取締役会が、事業活動方針や経営資源の配分を決定し、業績を評価する単位で構成

しており、製品やサービスの特性や製造方法、製造過程に基づいて「無機化学事業」、「有機化学事業」、「建

設事業」、「その他の事業」を報告セグメントとしております。 

「無機化学事業」は無機化学品である酸化チタンやその他化成品、機能材料及び電子材料の製造及び販売を行っ

ている事業セグメントから構成されております。「有機化学事業」は、有機化学品である農薬及び医薬品の製造及

び販売を行っている事業セグメントから構成されております。また、当社グループの生産設備などの建設・修繕や

外部受託によるプラントなどの建設を行う「建設事業」、「その他の事業」は商社業等で構成されております。 

 

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１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
無機化学事業 有機化学事業 建設事業 その他の事業

合計 
調整額 
(注1) 

四半期連
結損益計
算書計上

額 
（注2） 

売上高    

外部顧客への売上高 12,540 13,833 1,537 332 28,244 － 28,244

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 438 281 720 △720 －

計 12,540 13,833 1,976 614 28,965 △720 28,244

セグメント利益 708 448 49 47 1,253 △404 848

 

(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△404百万円には、セグメント間取引消去52百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△457百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。 

 2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

３. 地域に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

 

 売上高                                        （単位：百万円） 

日本 アジア 米州 欧州 その他 計 

10,113 5,159 2,312 10,574 84 28,244

 

(注) 1. 売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。 

2. 本邦以外の地域区分は、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 
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（追加情報） 

当第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。 

 

(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。 

 

 

石原産業㈱(4028)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

― 12 ―




