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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 47,310 △38.1 △2,921 ― △2,674 ― △2,292 ―

21年3月期第1四半期 76,394 ― 5,332 ― 6,515 ― 3,114 ―

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1四半期 △9.71 ―

21年3月期第1四半期 13.19 13.18

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1四半期 287,676 100,875 33.9 412.52
21年3月期 292,027 99,261 32.8 405.89

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  97,381百万円 21年3月期  95,816百万円

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

21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

100,000 △36.1 △1,500 ― △2,700 ― △1,700 ― △7.20

通期 213,000 △20.8 4,000 36.2 2,000 △48.0 1,000 △59.6 4.24
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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  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） 

(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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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1四半期 242,075,556株 21年3月期  242,075,556株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,014,620株 21年3月期  6,014,418株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 236,061,024株 21年3月期第1四半期 236,062,116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1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策の効果等により昨年秋以降の急激な景気後

退に一部底入れの兆しが見えつつありますが、一方、設備投資の低迷や雇用環境の悪化等、依然先行きの不透明

感が拭えない状況が続いております。 

石油化学業界におきましては、中国の景気刺激策の効果等により、一部の製品需要に回復の動きも見られるよ

うになってまいりましたが、在庫の余剰感が完全に解消されるまでには至っておらず、一方で原油・ナフサ価格

が再度上昇に転じる等、依然として先行きが不透明な状況が続いております。 

当社グループは、このような環境のもとで、棚卸資産の在庫圧縮を進める等、引き続き「ＺΣ運動」による徹

底したコスト削減とキャッシュフロー創出に努めてまいりました。 

この結果、当第1四半期連結会計期間の経営成績は、売上高473億10百万円（前年同期比38.1％減）、営業損失

29億21百万円（前年同期は53億32百万円の営業利益）、経常損失26億74百万円（前年同期は65億15百万円の経常

利益）、四半期純損失22億92百万円（前年同期は31億14百万円の四半期純利益）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

（エラストマー素材事業部門） 

エラストマー素材事業部門では、合成ゴムの国内販売は、昨年秋以降、主要用途であるタイヤ・自動車関連部

品業界での生産調整が続いておりましたが、当第１四半期の後半には、各社の在庫調整が終わると共に、政府の

エコカー減税等の景気刺激策により、徐々に生産が回復する兆しが出てまいりました。しかしながら四半期全体

では、前年同期が出荷のピーク期であった事もあり、販売数量は前年同期比で大きく減少し、売上高も数量減に

加え、ナフサ価格急落に伴う価格調整のため、前年同期比で大幅に減少しました。輸出につきましては、世界景

気減速により需要が急減し、中国が顕著な回復を見せたものの、全体では販売数量、売上高ともに、前年同期を

下回りました。海外子会社は、世界的な景気後退とそれに伴う自動車生産の落ち込みにより、米国子会社、英国

子会社ともに前年同期に比べ販売数量、売上高ともに下回りました。以上の結果、合成ゴム全体では、売上高、

営業利益ともに前年同期より減少しました。 

合成ラテックスの国内販売は、全般的に需要の減退が続いており、特に紙用途の落ち込みが大きく、販売数

量、売上高とも前年同期を下回りました。輸出販売につきましては、需要減少および在庫調整による影響で、数

量、売上高とも前年同期を下回りました。以上の結果、合成ラテックス全体では、売上高、営業利益ともに前年

同期より減少しました。 

化成品は、需要減の影響を受けて、販売数量及び売上高は国内及び輸出とも前年同期を下回りました。タイの

石油樹脂子会社も、タイ国内などの需要減退が影響し、販売数量及び売上高は前年同期を下回りました。この結

果、化成品全体では、売上高、営業利益ともに前年同期より減少しました。 

以上の結果、エラストマー素材事業部門全体の売上高は、272億66百万円（前年同期比45.0％減）、営業損失

は、14億37百万円（前年同期は39億98百万円の営業利益）となりました。 

（高機能材料事業部門） 

高機能樹脂（シクロオレフィンポリマー）関連では、医療用途向けは堅調に推移しました。光学レンズ用途向

けは輸出を中心に昨年後半の 悪期は脱しましたが、国内販売は引き続き低迷しました。高機能部材関連では、

液晶テレビの生産、販売が前年度末から急激な立ち上がりを見せ、フィルムおよび拡散板の販売が大幅に増加し

ました。この結果、高機能樹脂および部材全体では、前年同期と比べて売上高は増加しましたが、営業利益は減

少しました。 

情報材料関連では、電池材料およびトナーの販売は回復を見せましたが、エッチング用ガス及びレジストの販

売は、半導体業界の需要減により低迷しました。この結果、情報材料全体では、売上高、営業利益ともに前年同

期より減少しました。 

化学品関連では、合成香料は世界的景気低迷による 悪期は脱しましたが依然需要は低迷を続けました。特殊

化学品は、電子材料用途向けは需要が上向いてきたものの、 大需要分野の香料用途は引き続き低迷しました。

この結果、化学品全体では、売上高、営業利益ともに前年同期より減少しました。 

以上の結果、高機能材料事業部門全体の売上高は、106億4百万円（前年同期比1.4％増）、営業損失は、12億26

百万円（前年同期は12億67百万円の営業利益）となりました。 
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（その他の事業部門） 

その他の事業においては、世界的景気低迷の影響を受けて、商事部門が大きく売上高を落とし、また建設・住

宅部材の販売も低迷を続けました。 

この結果、その他の事業部門全体の売上高は、99億54百万円（前年同期比41.7％減）、営業損失は、2億69百万

円（前年同期は89百万円の営業利益）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第1四半期連結会計期間末の総資産は、2,876億76百万円（前連結会計年度末比43億51百万円減少）となりま

した。これは主として、投資有価証券、その他流動資産（主として定期修繕に係る前払費用）、受取手形及び売

掛金等が増加したものの、たな卸資産、有形固定資産等が減少したことによるものであります。 

 負債は、1,868億1百万円（前連結会計年度末比59億65百万円減少）となりました。これは主として、支払手形

及び買掛金等が増加したものの、コマーシャルペーパー、賞与引当金等が減少したことによるものであります。 

 純資産は、1,008億75百万円（前連結会計年度末比16億14百万円増加）となりました。これは主として、四半期

純損失22億92百万円、配当金支払に伴う利益剰余金の減少7億8百万円、その他有価証券評価差額金の増加35億75

百万円、為替換算調整勘定の増加11億12百万円等によるものであります。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年５月18日に公表しました業績見通しの数値に変更はありません。  

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 

①簡便な会計処理  

棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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

を行う方法により算定しております。  

原価差異の配賦方法  

 原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的に実施しております。 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況について、著しい変化がないと認められる場合は、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り、また、著しい変化が認められた場合は、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。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

税金費用の計算  

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用して計算した金額を計上しております。 

 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。 

原価差異の繰延処理 

 季節的に変動する操業度等により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当

該原価差異を流動資産（その他）および流動負債（その他）として繰り延べております。 

（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 

 該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,813 5,263

受取手形及び売掛金 47,066 46,135

商品及び製品 37,062 43,828

仕掛品 3,171 3,288

原材料及び貯蔵品 7,355 8,508

未収入金 15,518 15,947

繰延税金資産 4,363 3,446

その他 5,855 4,607

貸倒引当金 △100 △77

流動資産合計 126,103 130,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 32,203 31,831

機械装置及び運搬具（純額） 42,772 40,320

土地 13,948 13,913

建設仮勘定 25,039 29,502

その他（純額） 3,124 3,226

有形固定資産合計 117,085 118,792

無形固定資産   

のれん 1,433 1,416

その他 3,356 3,458

無形固定資産合計 4,789 4,874

投資その他の資産   

投資有価証券 30,639 25,849

繰延税金資産 3,936 5,714

その他 5,654 6,387

貸倒引当金 △530 △533

投資その他の資産合計 39,698 37,416

固定資産合計 161,573 161,082

繰延資産 － 0

資産合計 287,676 292,027
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 36,926 35,968

短期借入金 38,621 39,199

コマーシャル・ペーパー 25,997 29,988

未払法人税等 193 426

賞与引当金 82 1,257

その他の引当金 1,019 1,200

その他 15,829 15,577

流動負債合計 118,668 123,614

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 33,583 34,160

繰延税金負債 480 358

退職給付引当金 11,864 11,859

環境対策引当金 517 517

その他の引当金 131 635

負ののれん 65 87

その他 1,493 1,536

固定負債合計 68,133 69,151

負債合計 186,801 192,766

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,211 24,211

資本剰余金 18,374 18,374

利益剰余金 63,651 66,624

自己株式 △5,430 △5,430

株主資本合計 100,807 103,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,567 △8

繰延ヘッジ損益 △0 △2

為替換算調整勘定 △4,977 △6,089

年金負債調整額 △2,015 △1,867

評価・換算差額等合計 △3,426 △7,965

新株予約権 211 201

少数株主持分 3,283 3,244

純資産合計 100,875 99,261

負債純資産合計 287,676 292,027
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 76,394 47,310

売上原価 59,276 40,687

売上総利益 17,118 6,623

販売費及び一般管理費 11,786 9,543

営業利益又は営業損失（△） 5,332 △2,921

営業外収益   

受取利息 61 23

受取配当金 557 337

負ののれん償却額 60 22

持分法による投資利益 8 6

為替差益 746 43

補助金収入 － 188

雑収入 217 90

営業外収益合計 1,650 710

営業外費用   

支払利息 390 337

雑損失 77 126

営業外費用合計 467 463

経常利益又は経常損失（△） 6,515 △2,674

特別利益   

固定資産売却益 4 －

投資有価証券売却益 － 217

貸倒引当金戻入額 4 3

その他 0 0

特別利益合計 8 220

特別損失   

固定資産処分損 184 21

減損損失 － 239

投資有価証券評価損 － 616

その他 19 17

特別損失合計 203 893

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（△）

6,320 △3,347

法人税等 3,061 △1,044

少数株主利益又は少数株主損失（△） 145 △11

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,114 △2,292
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

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（△）

6,320 △3,347

減価償却費 5,276 4,648

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,619 △1,180

受取利息及び受取配当金 △618 △360

支払利息 390 337

投資有価証券評価損益（△は益） － 616

売上債権の増減額（△は増加） △1,308 △399

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,798 9,345

仕入債務の増減額（△は減少） △3,149 344

その他 1,708 △1,290

小計 2,201 8,713

利息及び配当金の受取額 631 358

利息の支払額 △465 △419

補助金の受取額 － 561

訴訟関連損失の支払額 △869 －

法人税等の支払額 △3,144 △332

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,646 8,882

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 △5,899 △2,648

無形固定資産の取得による支出 △180 △77

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,000 －

その他 △92 447

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,170 △2,279

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） 902 △971

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 5,004 △3,991

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 △312 △658

配当金の支払額 △1,263 △614

少数株主への配当金の支払額 △76 △51

その他 1 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,555 △6,293

現金及び現金同等物に係る換算差額 △556 172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,817 483

現金及び現金同等物の期首残高 6,126 5,008

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

266 70

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,574 5,561
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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20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第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） 

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要製品 

(1）事業区分の方法 

経営管理上採用している区分によっております。 

(2)各事業区分の主要製品 

   ２．会計処理の方法の変更 

   前第１四半期連結累計期間 

   （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、エラストマー素材

事業で139百万円、高機能材料事業で469百万円、その他の事業で119百万円それぞれ減少しております。 

   当第１四半期連結累計期間 

    該当事項はありません。 

 
エラストマ
ー素材事業 
（百万円） 

高機能材
料事業 
（百万円）

その他の
事業 
（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 48,999 10,462 16,933 76,394 - 76,394 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
549 - 136 685 (685) - 

計 49,548 10,462 17,069 77,079 (685) 76,394 

営業利益（△営業損失） 3,998 1,267 89 5,354 (22) 5,332 

 
エラストマ
ー素材事業 
（百万円） 

高機能材
料事業 
（百万円）

その他の
事業 
（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 27,089 10,604 9,617 47,310 － 47,310 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
178 － 338 515 (515) － 

計 27,266 10,604 9,954 47,825 (515) 47,310 

営業利益（△営業損失） △1,437 △1,226 △269 △2,932 11 △2,921 

事業区分 主要製品 

エラストマー素材

事業 

合成ゴム、合成ラテックス、化成品（Ｃ５石油樹脂、熱可塑性エラストマー

等） 

高機能材料事業 

化学品（合成香料、有機合成薬品等）、情報材料（電子材料、トナー関連製

品等）、高機能樹脂（シクロオレフィンポリマー樹脂、シクロオレフィンポ

リマー成型品） 

その他の事業 
ＲＩＭ配合液、ＲＩＭ成形品、医療器材、ブタジエン抽出技術等、塩ビコン

パウンド、包装物流資材、住宅資材、その他 
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３．追加情報  

   前第１四半期連結累計期間 

 当社及び一部の国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直し

を行い、一部の機械装置について、当第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、エラストマー素材事業で59百万円、高機能材料事業

で257百万円、その他の事業で1百万円それぞれ減少しております。 

   当第１四半期連結累計期間 

    該当事項はありません。 

〔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20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1)北米……………アメリカ 

(2)ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、イタリア 

 (3)アジア…………タイ、シンガポール、韓国、中国 

    ３．会計処理の方法の変更 

    前第１四半期連結累計期間 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で727百万

円減少しております。 

当第１四半期連結累計期間 

 該当事項はありません。 

４．追加情報 

前第１四半期連結累計期間 

 当社及び一部の国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直

しを行い、一部の機械装置について、当第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で318百万円減少しております。  

当第１四半期連結累計期間  

 該当事項はありません。 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ 
（百万円） 

アジア 
（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 60,169 5,649 5,619 4,956 76,394 － 76,394 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
7,325 3,035 298 554 11,212 (11,212) － 

計 67,495 8,684 5,917 5,510 87,605 (11,212) 76,394 

営業利益（△営業損失） 3,644 1,333 279 110 5,366 (34) 5,332 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ 
（百万円） 

アジア 
（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 37,648 3,490 2,713 3,459 47,310 － 47,310 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
4,572 808 44 419 5,842 (5,842) － 

計 42,220 4,298 2,756 3,878 53,152 (5,842) 47,310 

営業利益（△営業損失） △2,504 △572 △126 △58 △3,260 339 △2,921 
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〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………アメリカ、カナダ、メキシコ 

(2）ヨーロッパ………イギリス、ドイツ、イタリア 

(3）アジア……………中国、韓国、タイ、マレーシア、台湾 

(4）その他の地域……ブラジル、オーストラリア 

３．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。 

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,756 8,823 17,879 592 34,051 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         76,394 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
8.8 11.5 23.4 0.8 44.6 

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,270 4,009 11,788 409 20,476 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         47,310 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
9.0 8.5 24.9 0.9 43.3 
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