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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

前第１四半期
連結累計(会計)期間

第62期
当第１四半期

連結累計(会計)期間
第61期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

売上高 (千円) 6,908,673 5,238,619 23,983,080

経常利益 (千円) 410,639 383,989 287,059

四半期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) 274,285 216,498 △104,508

純資産額 (千円) 15,237,876 14,888,587 14,577,436

総資産額 (千円) 29,576,668 25,709,186 25,229,285

１株当たり純資産額 (円) 1,788.62 1,734.40 1,711.98

１株当たり四半期
純利益金額又は当期
純損失金額（△）

(円) 33.10 26.13 △12.61

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 50.1 55.9 56.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △540,384 509,739 901,782

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △580,710 △257,102 △3,071,875

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,210,753 △588,330 2,082,182

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,125,604 1,627,659 1,928,358

従業員数 (名) 786 768 768

(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　第61期第１四半期連結累計（会計）期間及び第62期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当

たり四半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。

　　　４　第61期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、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１四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１四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21年６月30日現在

従業員数(名) 768（96）

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（　）内は臨時従業員の当第１四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21年６月30日現在

従業員数(名) 228（35）

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（　）内は臨時従業員の当第１四半期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１四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)
　

前年同四半期比(%)

ケミカルズ部門 4,171,808 74.11

装置システム部門 574,967 56.17

合計 4,746,775 71.35

(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１四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)
　

前年同四半期比
（％）

前年同四半期比
（％）

ケミカルズ部門 4,465,656 75.89 276,275 30.08

装置システム部門 610,377 89.96 1,466,728 72.28

合計 5,076,034 77.34 1,743,003 59.14

(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１四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)
　

前年同四半期比(％)

ケミカルズ部門 4,736,044 79.81

装置システム部門 502,575 51.57

合計 5,238,619 75.83

(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 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果等により、景気後

退に一部下げ止まりの兆しが見られたものの、雇用情勢の悪化、個人消費の冷え込み、企業の設備投資抑

制等、依然として厳しい状況にありました。

このような事業環境のもと、主力の粘着剤関連製品において、フラットパネル・ディスプレイをはじめ

とする各分野で需要が前四半期（平成21年1月1日から同年3月31日）から回復に向かい販売数量は期首

予測を上回りましたが、前年同期の水準には至りませんでした。一方、当社グループは、生産効率の向上に

よる変動費の削減と経費支出の抑制による固定費の圧縮により、利益の確保に努めました。

その結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は、52億38百万円（前年同四半期比24.2％減）となり、経

常利益は3億83百万円（前年同四半期比6.5％減）、四半期純利益は2億16百万円（前年同四半期比21.1％

減）となりました。

　

事業の種類別セグメントの状況は、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・ディスプレイ関連用途、両面テープ等の一般用途の販売数量が減

少し、売上高は30億25百万円（前年同四半期比19.7％減）となりました。 

微粉体製品は、液晶表示装置用の光拡散フィルム向けなどの販売数量が減少したことから、売上高は4

億14百万円（前年同四半期比29.3％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減少し、売上高は6億26百万円（前年同四半期比

21.4％減）となりました。 

　加工製品は、中国市場における機能性粘着テープの販売数量が減少し、売上高は6億69百万円（前年同四

半期比14.4％減）となりました。 

これらにより、ケミカルズ部門の売上高は47億36百万円（前年同四半期比20.2％減）となりました。

＜装置システム部門＞

装置システム部門は、設備投資の冷え込みの影響を受け、売上高は5億2百万円（前年同四半期比48.4％

減）となりました。

　

所在地別セグメントの状況については、日本国内での売上高は44億39百万円（前年同四半期比25.2%

減）、アジア地域での売上高は7億98百万円（前年同四半期比17.8％減）となりました。

　

(2)財政状態の分析

当第１四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4億79百万円増加し、257億9百万円となりました。 

  流動資産は、受取手形及び売掛金が増加したことなどにより、前期末に比べ5億72百万円増加し、113億92

百万円となりました。
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固定資産は、経営合理化への取り組みの一環として設備投資の抑制・圧縮を実施したことなどにより、

前期末に比べ92百万円減少し、143億17百万円となりました。 

  一方、負債については支払手形及び買掛金の増加、借入金の返済による減少などにより、前期末に比べ

て1億68百万円増加し、108億20百万円となりました。 

  当期末における純資産は、円安の影響による為替換算調整勘定及び少数株主持分の増加などにより、3

億11百万円増加し148億88百万円となりました。 

  これらにより、自己資本比率は前期末56.2％から0.3ポイント減少し55.9％となりました。

　

(3)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（以下「資金」と言う。）は、前連結会計年

度末に比べ3億円減少し、16億27百万円となりました。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、5億9百万円（前年同四半期は5億40百万円の減少）となりました。 

　これは、主に税金等調整前四半期純利益3億90百万円、減価償却費4億75百万円、仕入債務の増加5億3百万

円などによる増加と、売上債権の増加9億64百万円などの減少によるものであります。 

（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、2億57百万円（前年同四半期は5億80百万円の減少）となりました。 

　これは、主に有形固定資産の取得2億55百万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）

財務活動の結果減少した資金は、5億88百万円（前年同四半期は12億10百万円の増加）となりました。 

　これは、主に長期借入金の返済2億77百万円、配当金の支払額2億90百万円などにより減少した結果であ

ります。 

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

(5)研究開発活動

当第１四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3億58百万円であります。

　なお、当第１四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１四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

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８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
る標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であり
ます。

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21年４月１日～
　平成21年６月30日

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

大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年３月31日の株主名簿により記載しております。

　

① 【発行済株式】

平成21年６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　13,500

― ―
　

完全議決権株式(その他) 普通株式8,284,000 82,840 ―
　

単元未満株式 普通株式　　2,500 ― 一単元（100株）未満の株式
　

発行済株式総数 8,300,000― ―

総株主の議決権 ― 82,840 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式65株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成21年６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

13,500 ―
　

13,500 0.16

計 ― 13,500 ―
　

13,500 0.16

　

　
　

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21年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 540 850 1,220

最低(円) 442 524 847

(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、次の通りであ

ります。

(1)新任役員

該当事項はありません。

　

(2)退任役員

該当事項はありません。

　

(3)役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役副社長 事業管理本部長 取締役副社長 日向　芳明 平成21年７月１日

取締役生産本部長(兼)生産管理部長
(兼)浜岡事業所長

取締役購買部長(兼)浜岡事業所長 御手洗　寿雄 平成21年７月１日
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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。

なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及

び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財

務諸表規則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、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、また、当第１四半期連結会計期間

(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平

成21年６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 1,627,659 1,928,358

受取手形及び売掛金 6,060,723 5,043,867

商品及び製品 2,461,497 2,652,740

仕掛品 226,246 75,240

原材料及び貯蔵品 545,009 547,702

繰延税金資産 221,712 237,678

その他 261,955 345,888

貸倒引当金 △12,801 △11,984

流動資産合計 11,392,002 10,819,491

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※3
 9,793,823

※3
 9,664,794

減価償却累計額 △3,628,379 △3,496,583

建物及び構築物（純額） 6,165,444 6,168,211

機械装置及び運搬具 ※3
 11,228,836

※3
 10,967,476

減価償却累計額 △6,593,996 △6,267,445

機械装置及び運搬具（純額） 4,634,839 4,700,030

土地 ※3
 885,166 918,336

建設仮勘定 280,687 380,899

その他 949,292 935,747

減価償却累計額 △720,052 △692,292

その他（純額） 229,239 243,455

有形固定資産合計 12,195,377 12,410,932

無形固定資産

のれん 74,780 85,463

その他 189,652 194,478

無形固定資産合計 264,432 279,941

投資その他の資産

投資有価証券 601,446 469,039

関係会社出資金 165,848 142,430

繰延税金資産 693,758 724,076

その他 396,940 383,992

貸倒引当金 △620 △620

投資その他の資産合計 1,857,374 1,718,918

固定資産合計 14,317,184 14,409,793

資産合計 25,709,186 25,229,285
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（単位：千円）

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 4,100,853 3,693,440

短期借入金 631,829 594,257

1年内償還予定の社債 330,000 330,000

1年内返済予定の長期借入金 848,478 884,752

未払法人税等 102,567 50,298

賞与引当金 201,363 214,528

完成工事補償引当金 41,400 31,000

役員賞与引当金 － 6,500

その他 970,010 1,023,252

流動負債合計 7,226,503 6,828,029

固定負債

社債 670,000 670,000

長期借入金 1,631,594 1,831,668

退職給付引当金 1,037,082 1,056,967

役員退職慰労引当金 9,850 13,827

その他 245,569 251,356

固定負債合計 3,594,095 3,823,819

負債合計 10,820,599 10,651,849

純資産の部

株主資本

資本金 3,361,563 3,361,563

資本剰余金 3,402,816 3,402,816

利益剰余金 7,494,308 7,567,835

自己株式 △10,889 △10,889

株主資本合計 14,247,798 14,321,325

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 97,081 △6,295

為替換算調整勘定 27,140 △128,822

評価・換算差額等合計 124,222 △135,117

少数株主持分 516,566 391,228

純資産合計 14,888,587 14,577,436

負債純資産合計 25,709,186 25,229,285
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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 6,908,673 5,238,619

売上原価 5,029,738 3,527,947

売上総利益 1,878,934 1,710,672

販売費及び一般管理費 ※
 1,462,139

※
 1,354,387

営業利益 416,795 356,285

営業外収益

受取利息及び配当金 5,409 5,130

持分法による投資利益 19,684 9,076

為替差益 7,112 17,558

補助金収入 － 19,611

雑収入 19,636 15,114

営業外収益合計 51,843 66,491

営業外費用

支払利息 18,749 27,423

売上割引 5,477 1,698

雑損失 33,771 9,665

営業外費用合計 57,999 38,787

経常利益 410,639 383,989

特別利益

固定資産売却益 － 271

補助金収入 50,050 39,670

貸倒引当金戻入額 1,408 135

特別利益合計 51,458 40,076

特別損失

固定資産除却損 7,966 714

投資有価証券評価損 22,050 －

固定資産圧縮損 50,050 33,170

特別損失合計 80,066 33,884

税金等調整前四半期純利益 382,031 390,182

法人税等 84,622 154,943

少数株主利益 23,123 18,740

四半期純利益 274,285 216,498
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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 382,031 390,182

減価償却費 526,402 475,412

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,888 △135

賞与引当金の増減額（△は減少） △308,906 △13,295

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,154 △19,885

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,661 △3,977

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 16,700 10,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △46,966 △6,500

工事損失引当金の増減額（△は減少） △800 －

受取利息及び受取配当金 △5,409 △5,130

支払利息 18,749 27,423

為替差損益（△は益） △439 430

補助金収入 △50,050 △39,670

固定資産圧縮損 50,050 33,170

固定資産除却損 7,966 714

固定資産売却損益（△は益） － △271

たな卸資産除却損 2,920 －

のれん償却額 9,295 9,295

持分法による投資損益（△は益） △14,873 △9,076

売上債権の増減額（△は増加） 320,914 △964,328

仕入債務の増減額（△は減少） △706,527 503,765

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,419 104,420

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,797 △68,232

その他 105,908 149,590

小計 244,946 574,301

利息及び配当金の受取額 5,356 5,130

補助金の受取額 50,050 39,670

利息の支払額 △21,899 △23,796

法人税等の支払額 △818,839 △85,566

営業活動によるキャッシュ・フロー △540,384 509,739

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 △482,542 △255,580

有形固定資産の売却による収入 － 3,150

無形固定資産の取得による支出 △26,289 △8,152

投資有価証券の取得による支出 △71,882 △2,256

その他 3 5,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △580,710 △257,102

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） 257,100 △20,867

長期借入れによる収入 1,243,706 －

長期借入金の返済による支出 － △277,388

配当金の支払額 △290,053 △290,075

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,210,753 △588,330

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35,682 34,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 53,976 △300,698

現金及び現金同等物の期首残高 2,071,627 1,928,358

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,125,604

※
 1,627,659
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【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１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

完成工事高および完成工事原価の計上基準の変更

　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から

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。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、売上高は9,447千円増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ1,492千円増加しております。

　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。

　

【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自  平成21年４月１日
  至  平成21年６月30日)

（四半期連結貸借対照表関係）

「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月

７日　内閣府令第50号）の適用に伴い、前第１四半期連結会計期間において、「製品」として掲記され

ていたものは、当第１四半期連結会計期間より「商品及び製品」として掲記しております。

　また、前第１四半期連結会計期間において、「原材料」「貯蔵品」として掲記されていたものは、当

第１四半期連結会計期間より「原材料及び貯蔵品」と一括して掲記しております。

　なお、当第１四半期連結会計期間に含まれる「製品」「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ2,461,497

千円、487,029千円、57,980千円であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「補助

金収入」は、営業外収益の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しており

ます。

　なお、前第１四半期連結累計期間の「雑収入」に含まれている「補助金収入」は、5,235千円であり

ます。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

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１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６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。

　

EDINET提出書類

綜研化学株式会社(E01055)

四半期報告書

16/25



【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
　

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
(平成21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　 24,005千円
　

　 （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　 24,565千円
　

　 （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１四半期連

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 －千円

　　　差引 2,300,000千円

　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 －千円

　　　差引　 2,300,000千円

※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

建物

機械装置

土地

53,218千円

194,562千円

33,170千円

※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

建物

機械装置

53,218千円

194,562千円

　４　受取手形裏書譲渡高は40,439千円であります。 ４　受取手形割引高、受取手形裏書譲渡高は各々　

　39,871千円、107,928千円であります。

　
(四半期連結損益計算書関係)

　
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)

※　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　 300,910千円

賞与引当金繰入額　　 114,915千円

役員賞与引当金繰入額　  12,434千円

退職給付費用　 30,145千円

研究開発費　　 356,042千円

梱包輸送費　　 161,163千円

※　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　 285,100千円

賞与引当金繰入額　　 88,990千円

退職給付費用　 32,358千円

研究開発費　　 358,555千円

荷造運搬費　　 124,947千円

完成工事補償引当金繰入 10,488千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
　

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)

※　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 2,125,604千円

現金及び現金同等物 2,125,604千円
 

※　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 1,627,659千円

現金及び現金同等物 1,627,659千円

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第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)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
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１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 13,565

　

　

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21年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 290,025 35平成21年３月31日 平成21年６月25日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第１四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当

の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　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】

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)

　

　
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

5,934,076974,5976,908,673 － 6,908,673

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,811 154,020156,831(156,831) －

計 5,936,8871,128,6177,065,505(156,831)6,908,673

営業利益 321,30886,468407,7779,018 416,795

(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、当第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ケミ
　カルズ事業の営業利益が20,868千円減少しております。

　

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)

　

　
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

4,736,044502,5755,238,619 － 5,238,619

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

4,782 1,000 5,782 (5,782) －

計 4,740,827503,5755,244,402(5,782)5,238,619

営業利益 334,071 16 334,08822,197 356,285

(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　「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」に記載のとおり、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から適用し、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、装置システム事業の売上高が9,447千円増加

し、営業利益が1,492千円増加しております。
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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20年４月１日　至　平成20年６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

5,937,334971,3396,908,673 － 6,908,673

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

128,74139,633168,375(168,375) －

計 6,066,0761,010,9727,077,048(168,375)6,908,673

営業利益 275,236113,401388,63728,157 416,795

(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、当第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日本
　の営業利益が20,868千円減少しております。

　

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)

　

　
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

4,439,924798,6955,238,619 － 5,238,619

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

78,296 11,590 89,887(89,887) －

計 4,518,220810,2865,328,506(89,887)5,238,619

営業利益 241,51498,473339,98716,297 356,285

(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　「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」に記載のとおり、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から適用し、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、日本の売上高が9,447千円増加し、営業利益

が1,492千円増加しております。
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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)

　

　 アジア地域

Ⅰ　海外売上高(千円) 2,210,078

Ⅱ　連結売上高(千円) 6,908,673

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 32.0

(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。

　　　

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)

　

　 アジア地域

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,704,121

Ⅱ　連結売上高(千円) 5,238,619

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 32.5

(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
(平成21年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 1,734.40円
　

　 　

１株当たり純資産額 1,711.98円
　

　

２　１株当たり四半期純利益金額

　
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)

１株当たり四半期純利益金額 33.10円
　

１株当たり四半期純利益金額 26.13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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
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)

四半期純利益金額(千円) 274,285 216,498

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 274,285 216,498

普通株式の期中平均株式数(株) 8,286,321 8,286,435

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
　

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８月８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　　　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　栗　田　　　渉　　　　　㊞

　

　 　 　

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１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６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

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

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。

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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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成21年８月13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　山　村　　　陽　　　　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　栗　田　　　渉　　　　　㊞

　

　 　 　

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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６

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21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

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。

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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