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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第61期
第２四半期
連結累計期間

第61期
第２四半期
連結会計期間

第60期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 14,792,658 7,883,985 29,823,120

経常利益 (千円) 938,947 528,308 3,738,146

四半期(当期)純利益 (千円) 573,577 299,292 2,248,768

純資産額 (千円) － 15,784,102 15,485,026

総資産額 (千円) － 29,690,578 30,293,906

１株当たり純資産額 (円) － 1,845.92 1,814.92

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 69.22 36.11 271.38

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) － 51.5 49.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 922,098 － 3,317,133

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,213,923 － △5,148,496

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,605,466 － 482,112

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) － 2,381,894 2,071,627

従業員数 (名) － 787 739

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移について

　　　　　は記載しておりません。

　　　２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載して

　　　　　おりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

　
　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　
　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 787（85）

(注) １　従業員数は就業人員であります。

　　 ２　従業員数欄の（　）内は臨時従業員の第２四半期連結会計期間の平均雇用人員数を外数で記載しております。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 222（32）

(注) １　従業員数は就業人員であります。

　　 ２　従業員数欄の（　）内は臨時従業員の第２四半期連結会計期間の平均雇用人員数を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

ケミカルズ部門 5,643,432

装置システム部門 1,402,363

合計 7,045,796

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

　　 ２　金額は、販売価格によっております。

　　 ３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

ケミカルズ部門 6,261,876 601,346

装置システム部門 870,998 1,595,000

合計 7,132,8752,196,346

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

　　 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

ケミカルズ部門 6,578,873

装置システム部門 1,305,111

合計 7,883,985

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

　　 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1)業績の状況

当第２四半期連結会計期間においては、米国に端を発する金融危機の深刻化により世界経済は著しく低

迷し、アジア経済にも翳りを落とす中、わが国経済は、輸出の減少や原油等の原材料価格高、円高・ドル安の

影響を受け、設備投資・個人消費ともに減退し、景気は後退局面を迎え一層厳しい状況となりました。

　このような事業環境のもと、当第２四半期連結会計期間においては、フラットパネル・ディスプレイを中

心とする電子・情報関連分野向けの当社製品の販売数量が当初計画を大幅に下回る結果となり、売上高は

78億83百万円（前年同期比0.4％増）にとどまりました。利益面では、主力製品である粘着剤・微粉体の販

売数量の落ち込みに加え、原材料価格の高値での推移や前連結会計年度に増強した生産設備の減価償却費

の負担が大きく、経常利益は5億28百万円（前年同期比52.6％減）、四半期純利益は2億99百万円（前年同期

比59.6％減）となりました。

　

部門別の状況は以下の通りであります。

＜ケミカルズ部門＞

粘着剤関連製品は、フラットパネル・ディスプレイ向けの需要がパネルメーカーの減産・在庫調整等の

影響を受けたほか、両面テープ等の一般用向けの需要が低調であったこともあり、売上高は39億96百万円

（前年同期比0.9％増）にとどまりました。

　微粉体製品は、光拡散フィルム用途など液晶表示装置関連部材向けの販売が伸び悩み、売上高は5億60百万

円（前年同期比32.9％減）となりました。

　特殊機能材製品は、電子材料用途向けの販売数量が増加し、売上高は11億18百万円（前年同期比22.8％

増）となりました。

　加工製品は、中国市場において冷蔵庫等の家電製品や携帯電話向けの機能性粘着テープが販売数量を伸ば

し、売上高は9億3百万円（前年同期比6.6％増）となりました。

　これらにより、ケミカルズ部門の売上高は65億78百万円（前年同期比0.4％増）となりました。

＜装置システム＞

装置システムは、前期からの受注案件の売上計上が進み、売上高は13億5百万円（前年同期比0.8％増）と

なりました。

　

(2)財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末（以下「当期末」という。）の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期

末」という。）に比べて6億3百万円減少し、296億90百万円となりました。 

　流動資産は、売掛金・受取手形の営業債権が減少したことにより、前期末に比べ4億32百万円減少し、144億

89百万円となりました。 

　固定資産は、粘着剤・微粉体製造設備増設等の設備投資が一巡したこともあり、投資額を減価償却費の範

囲内に抑えたため、前期末に比べ1億71百万円減少し、152億1百万円となりました。

　一方、負債については、設備投資資金の支払のために新たに借り入れを実行したため、借入金は18億88百万

円増加しましたが、支払手形・未払金等が減少したことにより、前期末に比べて9億2百万円減少し、139億6

百万円となりました。 

　当期末における純資産は、利益剰余金が2億86百万円増加したことなどにより、157億84百万円となりまし

た。
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　この結果、自己資本比率は前期末49.6％から1.9ポイント上昇し51.5％となりました。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第１四半期連結

会計期間末に比べ2億56百万円増加し、23億81百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれら

の要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は、14億62百万円となりました。

これは、主に税金等調整前四半期純利益4億92百万円、減価償却費5億52百万円、売上債権の減少2億18百万

円などにより増加した結果であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、16億33百万円となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得15億75百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果増加した資金は、3億94百万円となりました。 

これは、主に短期借入金の増加4億12百万円によるものであります。 

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変

更および新たに生じた課題はありません。

(5)研究開発活動

当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は3億71百万円であります。

　また、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。 
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第３ 【設備の状況】

(１)　主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(２)　設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末に計画していた設備計画のうち、当第２四半期連結会計期間において完了し

たものは次の通りであります。

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容
投資額
（百万円）

完了年月

綜研化学 狭山事業所 ケミカルズ 加工製品生産設備 201 2008.9

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

綜研化学株式会社(E01055)

四半期報告書

 7/28



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 33,200,000

計 33,200,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,300,000 8,300,000
ジャスダック
証券取引所

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式

計 8,300,000 8,300,000― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年７月１日～
　平成20年９月30日

－ 8,300,000 － 3,361,563 － 3,402,809
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ビービーエイチ　フォー　　　フィ
デリティー　ロープライス　ス
トック　ファンド

40 WATER STREET,BOSTON MA 02109 U.S.A.805 9.70

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 629 7.59

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷３丁目２９－２２ 333 4.01

綜研化学従業員持株会 東京都豊島区高田３丁目２９－５ 305 3.68

中島　幹 東京都世田谷区 243 2.93

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目１１－３ 239 2.89

我部山　恒夫 東京都世田谷区 192 2.32

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 135 1.63

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１－５ 120 1.45

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目１３－１ 119 1.44

計 ― 3,122 37.62

　
(注)　１　株式数は、いずれも千株未満を切り捨てて表示しております。また、発行済株式数に対する所有株

　　　　　式数の割合は、いずれも小数点以下第２位未満を四捨五入して表示しております。

　　　２　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　　629千株

　　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　　　　239千株　

　　　３　大和証券投資信託委託株式会社から平成20年６月19日付けで大量保有報告書（変更報告書）の写し

　　　　  の送付があり、平成20年６月13日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、

　　　　  当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の

　　　　  大株主には含めておりません。

　　　　  なお、変更報告書の内容は以下の通りであります。
　

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

大和証券投資信託委託株式会社
東京都中央区日本橋茅場町二丁目
10番5号

318 3.83

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 9 0.12

計 ― 328 3.95

　
　　   ４　フィデリティ投信株式会社から平成20年８月28日付けで大量保有報告書（変更報告書）の写しの

　　　　   送付があり、平成20年８月22日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当

　　　 　  社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大

　　　　   株主には含めておりません。

　　　　   なお、変更報告書の内容は以下の通りであります。
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氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

エフエムアール　エルエルシー
(FMR LLC）

米国 02109 マサチューセッツ州ボスト
ン、デヴォンシャー・ストリート82（82
Devonshire Street,
Boston,Massachusetts 02109, USA）

830 10.00

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
―

―
―

議決権制限株式(自己株式等)
―

―
―

議決権制限株式(その他)
― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　13,600

―
―

完全議決権株式(その他) 普通株式8,283,500 82,835
―

単元未満株式 普通株式　　2,900 ―
―

発行済株式総数 8,300,000― ―

総株主の議決権 ― 82,835 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式49株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
綜研化学株式会社

東京都豊島区
高田三丁目29番５号

13,600
―

13,600 0.16

計 ― 13,600
―

13,600 0.16
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 ５月 ６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 2,460 2,720 2,130 1,900 1,531 1,150

最低(円) 1,951 1,965 1,860 1,489 1,104 802

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,381,894 2,071,627

受取手形及び売掛金 7,730,670 8,280,148

有価証券 － 30,000

製品 2,884,509 2,790,172

原材料 655,359 607,824

仕掛品 207,540 341,470

貯蔵品 46,317 44,837

繰延税金資産 363,566 352,743

その他 233,845 418,938

貸倒引当金 △14,609 △16,644

流動資産合計 14,489,095 14,921,117

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,727,302 9,229,630

減価償却累計額 △3,346,172 △3,098,602

建物及び構築物（純額） 6,381,130 6,131,028

機械装置及び運搬具 ※3
 10,833,309

※3
 10,515,721

減価償却累計額 △5,587,557 △4,923,277

機械装置及び運搬具（純額） 5,245,752 5,592,443

土地 749,465 749,465

建設仮勘定 524,738 707,544

その他 925,314 840,752

減価償却累計額 △625,054 △563,748

その他（純額） 300,259 277,003

有形固定資産合計 13,201,346 13,457,485

無形固定資産

のれん 106,828 128,194

その他 167,677 318,617

無形固定資産合計 274,505 446,812

投資その他の資産

投資有価証券 623,802 601,887

関係会社出資金 163,892 133,643

繰延税金資産 506,008 493,161

その他 432,747 240,779

貸倒引当金 △820 △980

投資その他の資産合計 1,725,631 1,468,491

固定資産合計 15,201,483 15,372,788

資産合計 29,690,578 30,293,906

EDINET提出書類

綜研化学株式会社(E01055)

四半期報告書

13/28



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,112,974 7,870,657

短期借入金 ※2
 2,173,870

※2
 1,507,872

1年内返済予定の長期借入金 435,000 205,000

未払法人税等 167,921 808,974

賞与引当金 432,673 546,610

完成工事補償引当金 30,600 7,900

工事損失引当金 3,172 800

役員賞与引当金 3,800 60,940

その他 1,010,888 2,289,218

流動負債合計 11,370,899 13,297,974

固定負債

長期借入金 1,267,642 275,553

退職給付引当金 1,005,260 957,817

役員退職慰労引当金 11,542 16,230

その他 251,130 261,305

固定負債合計 2,535,576 1,510,905

負債合計 13,906,475 14,808,879

純資産の部

株主資本

資本金 3,361,563 3,361,563

資本剰余金 3,402,813 3,402,813

利益剰余金 8,246,109 7,959,213

自己株式 △10,928 △10,977

株主資本合計 14,999,557 14,712,612

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,392 40,878

為替換算調整勘定 275,999 285,498

評価・換算差額等合計 296,392 326,377

少数株主持分 488,152 446,036

純資産合計 15,784,102 15,485,026

負債純資産合計 29,690,578 30,293,906
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 14,792,658

売上原価 10,883,166

売上総利益 3,909,492

販売費及び一般管理費 ※
 2,990,126

営業利益 919,366

営業外収益

受取利息及び配当金 10,234

持分法による投資利益 29,889

為替差益 48,233

雑収入 36,011

営業外収益合計 124,368

営業外費用

支払利息 47,014

売上割引 11,142

雑損失 46,631

営業外費用合計 104,787

経常利益 938,947

特別利益

補助金収入 50,050

貸倒引当金戻入額 1,662

その他 3,425

特別利益合計 55,138

特別損失

固定資産除却損 9,814

投資有価証券評価損 53,227

固定資産圧縮損 50,050

ゴルフ会員権評価損 5,950

その他 84

特別損失合計 119,126

税金等調整前四半期純利益 874,959

法人税等 246,949

少数株主利益 54,431

四半期純利益 573,577
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 7,883,985

売上原価 5,853,427

売上総利益 2,030,558

販売費及び一般管理費 ※
 1,527,987

営業利益 502,570

営業外収益

受取利息及び配当金 4,824

持分法による投資利益 10,204

為替差益 41,120

雑収入 16,374

営業外収益合計 72,525

営業外費用

支払利息 28,264

売上割引 5,664

雑損失 12,859

営業外費用合計 46,788

経常利益 528,308

特別利益

貸倒引当金戻入額 253

役員賞与引当金戻入額 3,400

その他 25

特別利益合計 3,679

特別損失

固定資産除却損 1,847

投資有価証券評価損 31,177

ゴルフ会員権評価損 5,950

その他 84

特別損失合計 39,059

税金等調整前四半期純利益 492,927

法人税等 162,326

少数株主利益 31,308

四半期純利益 299,292

EDINET提出書類

綜研化学株式会社(E01055)

四半期報告書

16/28



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９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 874,959

減価償却費 1,079,233

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,104

賞与引当金の増減額（△は減少） △113,924

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,443

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,687

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 22,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △57,140

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2,371

受取利息及び受取配当金 △10,234

支払利息 47,014

為替差損益（△は益） 49

補助金収入 △50,050

固定資産圧縮損 50,050

固定資産除却損 9,814

たな卸資産除却損 3,535

のれん償却額 18,591

持分法による投資損益（△は益） △29,889

売上債権の増減額（△は増加） 539,776

仕入債務の増減額（△は減少） △741,893

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,991

未払消費税等の増減額（△は減少） 67,638

その他 106,909

小計 1,840,172

利息及び配当金の受取額 10,256

補助金の受取額 50,050

利息の支払額 △46,724

法人税等の支払額 △931,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 922,098

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 △2,058,464

無形固定資産の取得による支出 △71,044

投資有価証券の取得による支出 △110,046

投資有価証券の売却による収入 416

有価証券の償還による収入 30,000

その他 △4,784

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,213,923

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） 669,251

長期借入れによる収入 1,326,319

長期借入金の返済による支出 △102,500

自己株式の売却による収入 48

配当金の支払額 △287,652

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,605,466

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310,266

現金及び現金同等物の期首残高 2,071,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,381,894

EDINET提出書類

綜研化学株式会社(E01055)

四半期報告書

17/28



【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】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更による当第２四半期連結累計期間の損益お

よびセグメント情報に与える影響額は軽微であります。  

(2)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。この変更による当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。

(3)リース取引に関する会計基準等の適用

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結

会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております

が、当第２四半期連結累計期間内の該当事項はありません。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１　棚卸資産の評価方法

　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下の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っております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１　税金費用の計算

当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もり、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。
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【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１　有形固定資産の耐用年数の変更

　当社が所有する機械装置については、従来、耐用年数を９～17年としておりましたが、第１四半期連

結会計期間より法人税法の改正を契機とし見直しを行い、８～17年に変更しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益が

49,419千円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ50,839千円減少しており

ます。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

２　在外子会社の表示科目の変更

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用し、従来当社の在外

子会社である寧波綜研化学有限公司および綜研化学蘇州有限公司の土地使用権を無形固定資産「そ

の他」に計上しておりましたが、前払費用（流動資産「その他」）および長期前払費用（投資その他

の資産「その他」）へ変更しております。その結果、前払費用（流動資産「その他」）が4,665千円、

長期前払費用（投資その他の資産「その他」）が192,843千円増加し、無形固定資産「その他」が

197,509千円（前連結会計年度201,130千円）減少しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

　１　債務保証

　下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務保証を行っております。

盤錦遼河綜研化学有限公司　 25,907千円

（USD250千）

※２　当座貸越契約及び貸出コミットメントについて

　１　債務保証

　下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務保証を行っております。

盤錦遼河綜研化学有限公司　 25,050千円

（USD250千）

※２　当座貸越契約及び貸出コミットメントについて　　　

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に基づく当第２四半期連

結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額　　
2,300,000千円

借入実行残高 1,600,000千円

　　　差引 700,000千円

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額　
2,300,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

　　　差引　 1,300,000千円

※３　固定資産圧縮記帳

　国庫補助金等受入により取得価額から直接減額した

価額の内訳

　機械装置　  50,050千円

※３　固定資産圧縮記帳

　国庫補助金等受入により取得価額から直接減額した

価額の内訳

　機械装置　 16,575千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

給与手当　 615,561千円

賞与引当金繰入額　　 212,825千円

役員賞与引当金繰入額　  5,660千円

退職給付費用　 62,897千円

研究開発費　　 728,007千円

梱包輸送費　　 324,750千円

完成工事補償引当金繰入 41,926千円

　
　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

　　　　　給与手当　 314,651千円

　　　　　賞与引当金繰入額　　 97,910千円

　　　　　退職給付費用　 32,752千円

　　　　　研究開発費　　 371,965千円

          梱包輸送費 163,586千円

　　　　　完成工事補償引当金繰入　 21,387千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,381,894千円

現金及び現金同等物 2,381,894千円
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,300,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 13,649

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 290,021 35平成20年３月31日 平成20年６月26日

　
　(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
ケミカルズ　
(千円)

装置システム
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
（千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

6,578,8731,305,1117,883,985 － 7,883,985

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

4,204 22,213 26,418(26,418) －

計 6,583,0781,327,3247,910,403(26,418)7,883,985

営業利益 328,177147,580475,75726,813 502,570

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　
ケミカルズ　
(千円)

装置システム
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
（千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

12,512,9502,279,70814,792,658 － 14,792,658

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

7,016 176,233183,249(183,249) －

計 12,519,9662,455,94214,975,908(183,249)14,792,658

営業利益 649,486234,048883,53435,831 919,366

(注)　１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
 　　 ２　各事業の主な製品
 　　　　　(1)ケミカルズ部門　・・・粘着剤・微粉体・特殊機能材・加工製品
 　　 　 　(2)装置システム部門・・・大型翼攪拌装置、バッチプロセス自動制御システム、熱媒ボイラー及
 　　 　 　　　　　　　　　　　　　 び熱媒体油
　　　３　「追加情報」に記載のとおり、当社および国内連結子会社は法人税法の改正に伴い、第１四半期
　　　　 連結会計期間より、機械装置の耐用年数を見直しております。これにより従来の方法に比べて、当
　　　　 第２四半期連結累計期間におけるケミカルズ事業の営業利益が 50,839千円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
日本
(千円)

アジア地域　
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

6,488,5121,395,4727,883,985 － 7,883,985

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

107,05528,036135,091(135,091) －

計 6,595,5671,423,5098,019,077(135,091)7,883,985

営業利益 314,270167,167481,43721,133 502,570

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　
日本
(千円)

アジア地域　
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

12,425,8472,366,81114,792,658 － 14,792,658

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

235,79767,669303,467(303,467) －

計 12,661,6442,434,48115,096,125(303,467)14,792,658

営業利益 589,506280,569870,07549,290 919,366

(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　本国以外の区分に属する主な国又は地域
　　　　　　アジア地域・・・中国、シンガポール等
　　　３　「追加情報」に記載のとおり、当社および国内連結子会社は法人税法の改正に伴い、第１四半期
　　　 　連結会計期間より、機械装置の耐用年数を見直しております。これにより従来の方法に比べて、当
　　　　 第２四半期連結累計期間における日本の営業利益が50,839千円減少しております。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

アジア地域

Ⅰ　海外売上高(千円) 2,579,673

Ⅱ　連結売上高(千円) 7,883,985

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 32.7

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

アジア地域

Ⅰ　海外売上高(千円) 4,789,752

Ⅱ　連結売上高(千円) 14,792,658

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 32.4

(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　本国以外の区分に属する主な国又は地域
　　　　　　アジア地域・・・韓国、台湾、中国、シンガポール
　　　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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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,845.92円 １株当たり純資産額 1,814.92円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 69.22円 １株当たり四半期純利益 　　　36.11円

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在的株式が存在しないため記載してお

　　　　　おりません。

　　　２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期純利益(千円) 573,577 299,292

普通株式に帰属しない金額(千円) － －

普通株主に係る四半期純利益(千円) 573,577 299,292

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,286 8,286
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(重要な後発事象)

当社は、平成20年9月24日開催の取締役会において、東南アジアでの加工製品事業の拡大を目的とした生

産拠点を確保するために、タイに子会社を設立することを決議し、平成20年11月13日に設立いたしました。

子会社の概要

①商号　　　　　　　SOKEN CHEMICAL ASIA CO．，LTD．

②代表者　　　　　　榎本　稔

③本社所在地　　　　AMATA NAKORN、CHON BURI

④設立年月日　　　　平成20年11月13日

⑤事業の内容　　　　両面テープを中心とした粘着加工製品の製造販売および粘着剤の販売

⑥事業年度の末日　　12月31日

⑦資本金　　　　　　133,000,000バーツ（約4億円）

⑧発行予定株式総数　133,000株

⑨株主構成　　　　　綜研化学株式会社　100％

　

(リース取引関係）

リース取引開始日が当連結会計年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引

残高は前連結会計年度末に比べ著しい変動が認められないため、記載しておりません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月14日

綜研化学株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　高　田　重　幸　　　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　栗　田　　渉　　　　　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている綜研

化学株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、綜研化学株式会社及び連結子会社の平成20年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年９月24日開催の取締役会決議に基づき平成20年11

月13日に子会社を設立した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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