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1.  平成22年11月期第1四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年2月28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11月期第1四半期 5,157 76.7 443 ― 460 ― 278 ―
21年11月期第1四半期 2,918 ― △201 ― △190 ― △1,177 ―

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11月期第1四半期 13.63 ―
21年11月期第1四半期 △57.62 ―

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11月期第1四半期 26,878 18,946 69.9 919.87
21年11月期 26,387 18,692 70.3 907.61

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  18,790百万円 21年11月期  18,540百万円

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11月期 ― 2.00 ― 4.00 6.00
22年11月期 ―
22年11月期 

（予想）
4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30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

10,227 40.0 373 ― 373 ― 219 ― 10.77

通期 20,398 12.4 683 59.8 684 38.1 394 ― 19.30
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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） 

(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 
 上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業
績は、業況の変化などにより業績予想と異なる場合があります。 

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11月期第1四半期 21,787,038株 21年11月期  21,787,038株
② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  1,359,119株 21年11月期  1,359,119株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第1四半期 20,427,919株 21年11月期第1四半期 20,432,860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、輸出や生産の緩やかな増加により景気の持

ち直しの動きが続いておりますが、依然として設備投資や雇用情勢は厳しい状況にあり、デフレ

の影響による景気の下振れ懸念等も想定される中で推移いたしました。 

当社グループを取り巻く環境も、自動車塗料や電子材料分野を中心として、需要が緩やかに回

復してまいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は51億５千７百万円（前年同期比76.7％増）、

営業利益は４億４千３百万円（前年同期は営業損失２億１百万円）、経常利益は４億６千万円

（前年同期は経常損失１億９千万円）、四半期純利益は２億７千８百万円（前年同期は四半期純

損失11億７千７百万円）となりました。 

事業の部門別の業績は次のとおりであります。 

①エステル化製品部門 

エステル化製品部門におきましては、自動車特殊塗料向けや情報関連分野向け等のアクリル

酸エステルが前年同期比183.1％、建築材料向けや粘接着剤向け等のメタクリル酸エステルは、

前年同期比208.6％と大幅な増加となりました。この結果、部門全体の売上高は27億４千８百

万円（前年同期比78.7％増）となりました。 

②有機合成品部門 

有機合成品部門におきましては、粘接着剤向け等で前年同期比163.3％となりました。この

結果、部門全体の売上高は２億５千万円（前年同期比46.2％増）となりました。 

③特殊化学品部門 

特殊化学品部門におきましては、化粧品ポリマーグループでは前年同期比96.2％と若干減少

したものの、液晶材料や半導体材料を中心とする電子材料グループは前年同期比176.8％、繊

維用撥材等のその他ファイングループも前年同期比200.1％と大幅に増加いたしました。この

結果、部門全体の売上高は21億１千８百万円（前年同期比77.2％増）となりました。 

④その他部門 

その他の部門では、試薬等で売上高は４千万円（前年同期比202.4％増）となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて４億９千万円増加

し、268億７千８百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加及び有価証券の減少な

どによるものです。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて２億３千６百万円増

加し、79億３千１百万円となりました。これは、主に未払法人税等の増加によるものです。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べて２億５千４百万円

増加し、189億４千６百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるものです。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて５億

４千４百万円増加し、28億３千８百万円となりました。 

①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、11億６千８百万円の増加（前年同期は１億８千２百

万円の減少）となりました。これは、主に売上債権の減少、減価償却費及び税金等調整前四半

期純利益などによるものです。 

②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、５億２千８百万円の減少（前年同期は４億６千１百

万円の減少）となりました。これは、主に定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得

による支出などによるものです。 

③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、９千４百万円の減少（前年同期は９億４千２百万円

の増加）となりました。これは、主に配当金の支払額によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成22年１月13日に「平成21年11月期 決算短信」で公表いた

しました業績予想に変更はありませんが、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異

が発生する可能性があります。今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに

開示する予定であります。 

 

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。 

 

(3) 四半期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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,704,286 2,459,717

受取手形及び売掛金 5,661,980 6,032,923

有価証券 － 699,751

製品 1,621,481 1,529,509

仕掛品 804,163 690,704

原材料及び貯蔵品 693,966 727,684

繰延税金資産 213,131 158,673

その他 35,269 63,892

貸倒引当金 △20,298 △20,471

流動資産合計 12,713,980 12,342,385

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,786,389 4,878,521

機械装置及び運搬具（純額） 3,064,249 3,285,391

土地 2,096,113 2,096,113

建設仮勘定 1,540 4,300

その他（純額） 244,110 269,342

有形固定資産合計 10,192,404 10,533,669

無形固定資産 2,159 2,340

投資その他の資産   

投資有価証券 3,303,073 3,113,448

長期預金 300,000 －

保険積立金 260,750 253,107

繰延税金資産 24,857 60,576

その他 80,840 82,039

貸倒引当金 △6 △7

投資その他の資産合計 3,969,516 3,509,164

固定資産合計 14,164,079 14,045,174

資産合計 26,878,060 26,387,559
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,174,181 3,200,374

短期借入金 15,000 22,500

1年内返済予定の長期借入金 550,004 444,004

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

未払金 476,797 503,482

未払法人税等 241,491 63,795

賞与引当金 182,586 17,962

役員賞与引当金 8,324 －

その他 282,739 254,948

流動負債合計 5,091,124 4,667,065

固定負債   

社債 620,000 620,000

長期借入金 1,389,653 1,500,654

繰延税金負債 9,750 8,699

退職給付引当金 142,984 136,124

役員退職慰労引当金 393,152 477,501

固定資産撤去損失引当金 280,000 280,000

その他 5,063 5,434

固定負債合計 2,840,603 3,028,413

負債合計 7,931,728 7,695,479

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,318,344 3,318,344

資本剰余金 3,295,397 3,295,397

利益剰余金 12,234,678 12,037,871

自己株式 △549,689 △549,689

株主資本合計 18,298,730 18,101,923

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 492,242 438,730

評価・換算差額等合計 492,242 438,730

少数株主持分 155,359 151,425

純資産合計 18,946,332 18,692,080

負債純資産合計 26,878,060 26,387,559
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 2,918,938 5,157,655

売上原価 2,509,875 3,966,584

売上総利益 409,062 1,191,070

販売費及び一般管理費   

運搬費 63,427 88,690

役員報酬 50,911 46,285

給料及び手当 111,728 108,535

賞与引当金繰入額 － 39,225

役員退職慰労金 － 2,670

役員退職慰労引当金繰入額 － 14,634

役員賞与引当金繰入額 － 8,324

研究開発費 187,412 246,747

その他 197,080 192,125

販売費及び一般管理費合計 610,561 747,239

営業利益又は営業損失（△） △201,498 443,831

営業外収益   

受取利息 310 739

受取配当金 11,968 14,117

その他 5,877 12,101

営業外収益合計 18,156 26,957

営業外費用   

支払利息 6,457 10,153

その他 477 －

営業外費用合計 6,935 10,153

経常利益又は経常損失（△） △190,277 460,636

特別利益   

投資有価証券売却益 10,140 －

特別利益合計 10,140 －

特別損失   

固定資産除却損 41,444 11

投資有価証券評価損 266,600 －

投資有価証券売却損 5,403 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,375

異常操業損失 459,418 －

特別損失合計 772,867 1,386

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（△）

△953,003 459,249

法人税、住民税及び事業税 4,149 234,093

法人税等調整額 228,699 △56,910

法人税等合計 232,848 177,182

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,604 3,548

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,177,247 278,518
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28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（△）

△953,003 459,249

減価償却費 378,324 355,819

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,777 △173

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,500 164,624

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,385 6,859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △84,349

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,600 8,324

受取利息及び受取配当金 △12,278 △14,856

支払利息 6,457 10,153

為替差損益（△は益） 105 △40

固定資産除却損 41,444 11

投資有価証券売却損益（△は益） △4,737 －

投資有価証券評価損益（△は益） 266,600 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,133,542 377,756

たな卸資産の増減額（△は増加） 481,605 △171,713

仕入債務の増減額（△は減少） △2,026,212 △26,193

その他 △334,629 121,917

小計 △84,274 1,207,390

利息及び配当金の受取額 14,300 17,142

利息の支払額 △3,223 △7,361

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △109,684 △48,712

営業活動によるキャッシュ・フロー △182,881 1,168,458

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 △30,000 △300,000

有形固定資産の取得による支出 △410,856 △122,394

投資有価証券の取得による支出 △94,572 △96,274

投資有価証券の売却による収入 81,369 －

保険積立金の積立による支出 △7,076 △7,642

その他 △696 △2,555

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,832 △528,866

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） 1,047,000 △7,500

長期借入金の返済による支出 △21,051 △5,001

リース債務の返済による支出 － △370

自己株式の取得による支出 △3 －

配当金の支払額 △81,909 △81,916

少数株主への配当金の支払額 △1,450 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 942,585 △94,787

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 297,765 544,803

現金及び現金同等物の期首残高 1,748,408 2,293,444

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,046,174 2,838,248
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 (4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

    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12月１日 至 平成21年２月28日） 

 当社及び連結子会社は有機化学工業製品の製造、販売を主業とする単一事業につき、開示基準に該当するセグ

メントがありません。このため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

 当社及び連結子会社は有機化学工業製品の製造、販売を主業とする単一事業につき、開示基準に該当するセグ

メントがありません。このため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【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12月１日 至 平成21年２月28日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。このため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。このため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

   海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

 アジア・豪州 米州 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 557,246 113,345 14,142  684,733 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  5,157,655 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

10.8 2.2 0.3  13.3 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・豪州・・・中国、韓国、台湾、タイ、インドネシア、シンガポール等 

(2) 米州・・・アメリカ等  

(3) 欧州・・・ドイツ、フランス、スペイン、オランダ、スイス、イギリス等 

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。 
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(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。 

 

(7) 生産、受注及び販売の状況 

 ① 生産実績及び受注実績 
当社及び連結子会社は原則として見込生産を行っております。また、生産実績につきましても

当社及び連結子会社の製品は多種多様にわたり、同種の製品でも仕様が一様でなく、通常の取引

の単位が大幅に異なるものが存在するため、金額及び数量表示は妥当性を欠くので記載を省略し

ております。 

 

 ② 販売実績 

前第１四半期連結累計期間

（自 平成20年12月１日 

  至 平成21年２月28日）

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年12月１日 

  至 平成22年２月28日） 

比較増減 

 
製 品 区 分 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

増減率

（％）

エステル化製品 1,538,397 52.7 2,748,434 53.3 1,210,036 78.7

有機合成品 171,570 5.9 250,833 4.8 79,262 46.2

特殊化学品 1,195,700 41.0 2,118,259 41.1 922,558 77.2

その他 13,268 0.4 40,128 0.8 26,859 202.4

合計 2,918,938 100.0 5,157,655 100.0 2,238,717 76.7

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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