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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 36,625 21.2 4,723 ― 4,812 ― 2,595 ―

21年12月期第1四半期 30,224 ― 333 ― 424 ― △812 ―

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12月期第1四半期 10.28 ―

21年12月期第1四半期 △3.13 ―

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12月期第1四半期 163,280 115,978 62.3 402.82
21年12月期 161,609 113,700 61.5 394.03

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  101,658百万円 21年12月期  99,449百万円

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  有  
 

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12月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

74,000 14.0 7,700 178.9 8,000 169.0 4,300 ― 17.04

通期 152,000 8.5 15,400 38.0 15,800 36.9 7,800 120.3 30.91



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、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。 

(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 

上記の業績予想には、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後さまざまな変動要因により、上記数値
と異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、４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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 263,992,598株 21年12月期  263,992,598株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  11,624,784株 21年12月期  11,603,167株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 252,378,570株 21年12月期第1四半期 259,776,183株



(1)当第１四半期連結累計期間の概況 

当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）における当社グループの業績は、売

上高は366億２千５百万円（前年同期比21.2%増収）、営業利益は47億２千３百万円（前年同期比43億８千９百万円

増）、経常利益は48億１千２百万円（前年同期比43億８千８百万円増）、四半期純利益は25億９千５百万円（前年

同期比34億７百万円増）となりました。 

  

(2)セグメント別の概況 

当第１四半期連結累計期間において各事業区分に属する主要な製品の再編を行いました。これに伴い、従来アク

リル製品事業に属していた建築・土木製品を「機能製品事業」に、「機能製品事業」に属していた光硬化型樹脂を

「アクリル製品事業」に変更しております。なお、前第１四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報も当

第１四半期連結累計期間に用いた事業区分に置き換えて対比しております。 

①基礎化学品事業 

苛性ソーダおよび無機塩化物は、需要の回復により増収となりました。 

銅製品は、需要の増加および市況の回復により大幅な増収となりました。 

液化塩化水素は、主に電子材料分野の旺盛な需要により、大幅な増収となりました。 

工業用ガスは、需要の回復により増収となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、118億３千万円（前年同期比18.9%増収）、営業利益は16億２千万円

（前年同期比19億３千７百万円増）となりました。 

②アクリル製品事業 

アクリル酸エステルは、国内外ともに出荷量が増加しましたため、大幅な増収となりました。 

アクリル系ポリマー、高分子凝集剤は、需要が回復し、大幅な増収となりました。 

光硬化型樹脂「アロニックス」は、主に電子材料分野向け出荷が好調に推移し、大幅な増収となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、134億３千５百万円（前年同期比45.3%増収）、営業利益は16億８千８

百万円（前年同期比16億４千９百万円増）となりました。 

③機能製品事業 

接着剤は、主に国内向け工業用接着剤の出荷が回復した結果、大幅な増収となりました。 

建築・土木製品は、建物補修用途に出荷が増加し、増収となりました。 

開発製品は、シリコン系高純度ガスなど、電子材料分野向け製品の需要が好調に推移し、大幅な増収となりまし

た。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、41億９千４百万円（前年同期比33.0%増収）、営業利益は９億３千７

百万円（前年同期比７億２千１百万円増）となりました。 

④樹脂加工製品事業 

エラストマーコンパウンド、介護・福祉関連製品は、出荷が堅調に推移し増収となりましたが、管工機材製品

は、需要回復の遅れにより減収となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、68億９千５百万円（前年同期比7.9%減収）、営業利益はコスト低減に

努めました結果、５億７千９百万円（前年同期比９千３百万円増）となりました。 

⑤その他の事業 

新規製品の研究開発事業、設備等の建設および修繕事業、輸送事業などにより構成される当セグメントは、売上

高は２億６千９百万円（前年同期比30.9%減収）、９千２百万円の営業損失となりました。 

  

（1）資産、負債および純資産の状況   

総資産合計は、「現金及び預金」および「建設仮勘定」などの増加により、前連結会計年度末に比べ16億７千

万円、1.0％増加し、1,632億８千万円となりました。 

負債合計は、「支払手形及び買掛金」などが減少しましたため、前連結会計年度末に比べ６億８百万円、1.3％

減少し、473億１百万円となりました。 

純資産合計は、「利益剰余金」などが増加しましたため、前連結会計年度末に比べ22億７千８百万円、2.0％増

加し、1,159億７千８百万円となり、自己資本比率は62.3％となりました。 

  

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



  （2）キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損益が大幅に改善しましたものの、運転資本が

増加したこともあり、前年同期に比べ収入が７億５千３百万円減少し、62億６千９百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が増加しましたため、前年同期に比べ

支出が10億１千２百万円増加し、29億４千７百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額など、８億６千９百万円の支出となりました。 

 以上の結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は148億６千４百万円となり、前連結会計年度末に比

べ24億７千６百万円の増加となりました。  

  

平成22年２月12日に発表いたしました連結業績予想につきましては、平成22年４月28日発表の「業績予想および配

当予想の修正に関するお知らせ」において、第２四半期連結累計期間および通期ともに業績予想の修正を行っており

ます。 

製品需要の回復が順調であり、前回発表時の想定より出荷が好調に推移していることから、連結業績予想は前回発

表を上回ると予想しております。 

  

該当事項はありません。   

  

①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

    法人税等の算定に関しては、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。 

    繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した

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、前連結会計年度末以降に経営環境等

に著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末

決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利

用する方法によっております。 

 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。  

  

①工事契約に関する会計基準の適用  

 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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第１四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。 

 これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

（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



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１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,360 12,778

受取手形及び売掛金 42,737 44,019

たな卸資産 15,835 15,862

繰延税金資産 935 984

その他 1,190 1,506

貸倒引当金 △131 △116

流動資産合計 75,927 75,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,553 18,891

機械装置及び運搬具（純額） 18,234 19,294

工具、器具及び備品（純額） 2,324 2,462

土地 18,050 18,050

リース資産（純額） 223 216

建設仮勘定 3,693 1,358

有形固定資産合計 61,080 60,273

無形固定資産   

のれん 484 565

リース資産 12 12

その他 1,189 1,250

無形固定資産合計 1,685 1,828

投資その他の資産   

投資有価証券 14,475 13,995

長期貸付金 39 47

固定化債権 8,768 8,711

前払年金費用 1,639 1,607

繰延税金資産 2,150 2,523

その他 3,065 3,138

貸倒引当金 △5,550 △5,550

投資その他の資産合計 24,587 24,472

固定資産合計 87,352 86,574

資産合計 163,280 161,609



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,166 16,786

短期借入金 5,861 5,588

リース債務 72 68

未払法人税等 1,516 1,568

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 869 141

その他の引当金 7 7

その他 8,068 7,937

流動負債合計 31,563 32,097

固定負債   

長期借入金 10,012 10,140

リース債務 174 172

繰延税金負債 1,102 1,086

退職給付引当金 543 568

役員退職慰労引当金 32 113

その他 3,872 3,730

固定負債合計 15,737 15,811

負債合計 47,301 47,909

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,886 20,886

資本剰余金 15,087 15,086

利益剰余金 67,476 65,638

自己株式 △2,914 △2,907

株主資本合計 100,536 98,704

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,788 1,469

為替換算調整勘定 △666 △725

評価・換算差額等合計 1,122 744

少数株主持分 14,320 14,250

純資産合計 115,978 113,700

負債純資産合計 163,280 161,609



（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１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 30,224 36,625

売上原価 23,105 24,794

売上総利益 7,118 11,831

販売費及び一般管理費 6,784 7,107

営業利益 333 4,723

営業外収益   

受取利息 41 30

受取配当金 14 45

持分法による投資利益 79 105

為替差益 85 1

その他 128 84

営業外収益合計 349 267

営業外費用   

支払利息 65 49

遊休設備費 62 26

その他 131 102

営業外費用合計 259 179

経常利益 424 4,812

特別利益   

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 46 －

その他 0 －

特別利益合計 47 1

特別損失   

固定資産処分損 39 32

減損損失 585 －

貸倒引当金繰入額 97 －

投資有価証券評価損 479 36

特別損失合計 1,201 68

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（△）

△730 4,744

法人税等 △68 1,876

少数株主利益 150 272

四半期純利益又は四半期純損失（△） △812 2,595



（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１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△730 4,744

減価償却費 2,225 2,118

減損損失 585 －

のれん償却額 70 80

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △108 △57

その他の引当金の増減額（△は減少） 333 646

受取利息及び受取配当金 △56 △75

支払利息 65 49

為替差損益（△は益） △150 △5

持分法による投資損益（△は益） △79 △105

固定資産処分損益（△は益） 39 31

投資有価証券評価損益（△は益） 479 36

売上債権の増減額（△は増加） 9,264 1,315

たな卸資産の増減額（△は増加） 961 52

仕入債務の増減額（△は減少） △5,310 △1,643

その他 654 672

小計 8,292 7,875

利息及び配当金の受取額 173 108

利息の支払額 △104 △74

法人税等の支払額 △1,339 △1,640

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,022 6,269

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 △1,825 △2,897

固定化債権の増減額（△は増加） 320 △57

その他 △429 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,935 △2,947

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） △5,000 259

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 1,000 －

長期借入金の返済による支出 △380 △130

自己株式の売却による収入 1 1

自己株式の取得による支出 △448 △8

リース債務の返済による支出 △6 △18

配当金の支払額 △1,045 △759

少数株主への配当金の支払額 △161 △214

その他 △1,559 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,600 △869

現金及び現金同等物に係る換算差額 99 25



（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,413 2,476

現金及び現金同等物の期首残高 9,826 12,387

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,412 14,864



 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１  事業区分は製品の種類、事業の内容等により、「基礎化学品事業」、「アクリル製品事業」、「機能製品事

業」、「樹脂加工製品事業」、「その他の事業」に区分しております。 

       ２  各区分に属する主要な製品 

３  各区分に属する主要な製品の見直し 

   当第１四半期連結累計期間において各事業区分に属する主要な製品の再編を行いました。これに伴い、従来

  アクリル製品事業に属していた建築・土木製品を「機能製品事業」に、「機能製品事業」に属していた光硬化

  型樹脂を「アクリル製品事業」に変更しております。 

  なお、当第１四半期連結累計期間に用いた事業区分によった場合の前第１四半期連結累計期間の事業の種類

 別セグメント情報は次のとおりであります。  

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

  

（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〕

  
基礎化学品 
（百万円） 

アクリル
製品 

（百万円）

機能製品
（百万円）

樹脂加工
製品 

（百万円）

その他
（百万円）

計 
（百万円） 

消去または
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  11,830  13,435  4,194  6,895  269  36,625    －  36,625

(2）

 

セグメント間の内部売上

高または振替高 
 61  16  131  33  1,473  1,716 ( )1,716     － 

  計  11,891  13,452  4,325  6,928  1,742  38,342 ( )1,716  36,625

 
営業利益または 

営業損失（△） 
 1,620  1,688  937  579  △92  4,733 ( )10   4,723

事業区分 主要製品

基礎化学品事業 

  

苛性ソーダ、苛性カリ、液体塩素・塩酸などの無機塩化物、無機高純度品、 

硫酸、工業用ガス等 

アクリル製品事業 

  

アクリル酸、アクリル酸エステル、アクリル系ポリマー、高分子凝集剤、 

光硬化型樹脂等 

機能製品事業 接着剤、無機機能材料、エレクトロニクス材料、建築・土木製品等 

樹脂加工製品事業 

  

下水道関連製品、電力・通信関連製品、介護関連製品、環境保全関連製品、 

エラストマーコンパウンド等 

その他の事業 企画開発品、不動産仲介等 

  
基礎化学品 
（百万円） 

アクリル
製品 

（百万円）

機能製品
（百万円）

樹脂加工
製品 

（百万円）

その他
（百万円）

計 
（百万円） 

消去または
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  9,952  9,244  3,153  7,484  389  30,224    －  30,224

(2）

 

セグメント間の内部売上

高または振替高 
 39  10  102  24  1,308  1,485 ( )1,485     － 

  計  9,992  9,255  3,256  7,508  1,697  31,710 ( )1,485  30,224

 
営業利益または 

営業損失（△） 
 △317  39  216  485  △74  350 ( )16   333



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

 （注）１ 国または地域の区分は地理的近接度によっておりますが、全セグメントの売上高の10％以上でありますセグ

メントが存在しないため、日本以外の全てのセグメントを「日本以外」として一括表記しております。 

       ２ 日本以外の区分に属する主な国または地域 

           日本以外  ：アメリカ、シンガポール、台湾、中国ほか 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 国または地域の区分は地理的近接度によっておりますが、全セグメントの売上高の10％以上でありますセグ

メントが存在しないため、日本以外の全てのセグメントを「日本以外」として一括表記しております。 

       ２ 日本以外の区分に属する主な国または地域 

           日本以外  ：アメリカ、シンガポール、台湾、中国ほか 

  

   

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

 （注）１ 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

アジア：シンガポール、中国、インド 

北米 ：アメリカ 

欧州 ：ポーランド、フランス、ドイツ 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（百万円） 
日本以外
（百万円） 

計
 （百万円） 

消去または全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  28,176  2,048  30,224 －  30,224

(2）セグメント間の内部売上高 

または振替高 
 235  468  704 ( ) 704 － 

計  28,411  2,516  30,928 ( ) 704  30,224

営業利益  233  144  377 ( ) 43  333

  
日本

（百万円） 
日本以外
（百万円） 

計
 （百万円） 

消去または全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  33,381  3,244  36,625 －  36,625

(2）セグメント間の内部売上高 

または振替高 
 301  822  1,123 ( ) 1,123 － 

計  33,682  4,066  37,749 ( ) 1,123  36,625

営業利益  4,232  512  4,744 ( ) 21  4,723

〔海外売上高〕

  アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,475  493  166  46  3,180

Ⅱ 連結売上高（百万円）          30,224

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 8.2  1.6  0.5  0.2  10.5



当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

アジア：中国、インド、台湾 

北米 ：アメリカ 

欧州 ：ドイツ、ポーランド、ベルギー 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

   

 該当事項はありません。 

   

  アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,956  627  498  204  6,286

Ⅱ 連結売上高（百万円）          36,625

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 13.5  1.7  1.4  0.6  17.2

（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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