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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62期

前第２四半期
連結累計期間

第63期
当第２四半期
連結累計期間

第62期
前第２四半期
連結会計期間

第63期
当第２四半期
連結会計期間

第62期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (千円) 10,768,61112,194,4795,529,9915,964,21723,782,148

経常利益 (千円) 833,7961,130,605449,806 387,2631,857,104

四半期(当期)純利益 (千円) 521,316 795,669 304,817 259,0231,174,327

純資産額 (千円) － － 15,179,22016,163,66715,794,739

総資産額 (千円) － － 26,460,42427,629,53627,944,312

１株当たり純資産額 (円) － － 1,766.931,886.401,848.15

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 62.91 96.02 36.79 31.26 141.72

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 (％) － － 55.3 56.6 54.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,156,5921,549,520 － － 4,242,156

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △565,363△775,076 － － △1,279,075

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △917,393△449,401 － － △1,196,000

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) － － 2,632,5484,021,3043,718,292

従業員数 (名) － － 788 875 818

(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。
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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22年９月30日現在

従業員数(名) 875（91）

(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22年９月30日現在

従業員数(名) 221（40）

(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２四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２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

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 5,139,788 －

装置システム 652,152 －

合計 5,791,941 －

(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

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 5,068,662 － 372,645 －

装置システム 885,874 － 1,207,674 －

合計 5,954,536 － 1,580,320 －

(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

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 5,347,450 －

装置システム 616,767 －

合計 5,964,217 －

(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２四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。

　

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２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日）におけるわが国経済は、第１

四半期連結会計期間に見られた回復の勢いは鈍化し、急速に円高が進行するなど、依然として先行き不透

明かつ厳しい状況にありました。

このような事業環境のもと、当社グループは、販売拡大と生産効率向上等のコストダウンに取り組み、

利益確保に努めてまいりました。当社関連各分野におけるケミカルズの製品需要は、フラットパネル・

ディスプレイ（ＦＰＤ）関連用途の粘着剤関連製品が在庫調整の影響を受けましたが、中国市場におけ

る特殊機能材製品、加工製品の販売が堅調に推移したことから、売上高は前年同四半期を上回りました。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、59億64百万円（前年同四半期比7.9％増）となりま

した。利益面では、従来より生産性向上によるコストダウンに取り組んでおりますが、粘着剤関連製品の

原料価格が前年同四半期と比較し高値で推移したこと、在庫調整の影響に伴う生産数量の減少から、経常

利益は3億87百万円（前年同四半期比13.9％減）、四半期純利益は2億59百万円（前年同四半期比15.0％

減）となりました。

セグメントの状況は、以下のとおりです。

＜ケミカルズ＞

ケミカルズについては、売上高は53億47百万円となりました。製品別の状況は、以下のとおりです。

粘着剤関連製品は、在庫調整の影響からＦＰＤ関連用途の販売数量が減少し、売上高は28億97百万円と

なりました。

微粉体製品は、電子材料用途向けの販売数量が増加し、売上高は5億64百万円となりました。

特殊機能材製品は、中国市場における電子材料用途向けの販売数量が増加し、売上高は8億99百万円と

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増加し、売上高は9億85百万円となりま

した。

＜装置システム＞

装置システムは、引き続き設備投資の冷え込みの影響を受け低調に推移する中、前年同四半期に比べ工

事完成高が増加したことにより、売上高は6億16百万円となりました。
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(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3億14百万円減少し、276億29百万円となりました。

流動資産は、現金及び預金、たな卸資産の増加、受取手形及び売掛金の減少などにより、前期末に比べ2

億93百万円減少し、141億16百万円となりました。

固定資産は、有形固定資産の減少などにより、前期末に比べ21百万円減少し、135億13百万円となりまし

た。

一方、負債については、短期借入金の増加、支払手形及び買掛金、賞与引当金、長期借入金、社債（私募

債）の減少などにより、前期末に比べて6億83百万円減少し、114億65百万円となりました。

当期末における純資産は、利益剰余金の増加、評価・換算差額等の減少などにより、前期末に比べて3億

68百万円増加し、161億63百万円となりました。

これらにより、自己資本比率は前期末54.8％から1.8ポイント増加し56.6％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」と言う。）は、第１四半期連

結会計期間末に比べ5億44百万円増加し、40億21百万円となりました。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、10億20百万円（前年同四半期は16億46百万円の増加）となりました。

これは、主に税金等調整前四半期純利益3億86百万円、減価償却費4億5百万円、売上債権の減少5億34百

万円などによる増加と仕入債務の減少2億73百万円などにより減少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、4億68百万円（前年同四半期は3億8百万円の減少）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得4億50百万円など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、20百万円（前年同四半期は3億29百万円の減少）となりました。

これは、主に短期借入金の増加4億43百万円と、長期借入金の返済1億93百万円、社債（私募債）の償還1

億65百万円などの減少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２四半期連結会計期間における研究開発費の総額は3億47百万円であります。

なお、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

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間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２四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の計画は次のとおりであ

ります。

会社名
事業所名

(所在地)

セグメントの

名称
設備の内容

投資予定額
資金調達

方法
着手年月

完了予定

年月総額

(百万円)

既支払額

(百万円)

綜研化学

株式会社

狭山事業所

(埼玉県狭山市)
ケミカルズ 研究設備(建物等) 600 － 自己資金 2011.3 2011.12

（注）  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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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22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月15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
大阪証券取引所
(JASDAQ市場)

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― ―

(注)  大阪証券取引所(JASDAQ市場)は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びNEO市場とともに、新たに開

設された同取引所JASDAQに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引所JASDAQ(スタン

ダード)であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

      該当事項はありません。

　 　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

      該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

      該当事項はありません。

　 　

(5) 【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22年７月１日～
　平成22年９月30日

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

平成22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(％)

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED
STOCK FUND
（常任代理人  株式会社三菱東
京UFJ銀行）

40 WATER STREET,BOSTON MA 02109 U.S.A.
（東京都千代田区丸の内二丁目７－1）

805 9.70

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８－１１ 511 6.16

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷三丁目２９－２２ 333 4.01

綜研化学従業員持株会 東京都豊島区高田三丁目２９－５ 288 3.48

中島  幹 東京都世田谷区 259 3.13

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町二丁目１１－３ 199 2.41

我部山  恒夫 東京都世田谷区 184 2.22

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１－２ 135 1.63

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町一丁目１－５ 120 1.45

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５－３３ 110 1.33

計 ― 2,946 35.50

(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、いずれも少数点以下第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       506千株
           日本マスタートラスト信託銀行株式会社           102千株

　

EDINET提出書類

綜研化学株式会社(E01055)

四半期報告書

 9/30



　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22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   13,500

― ―
　

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。

　

② 【自己株式等】

平成22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

13,500 ―
　

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22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,485 1,505 1,465 1,410 1,403 1,288

最低(円) 1,310 1,318 1,347 1,340 1,078 1,052

(注)  株価は、大阪証券取引所(JASDAQ市場)におけるものであります。

なお、大阪証券取引所(JASDAQ市場)は、同取引所ヘラクレス市場及びNEO市場とともに、新たに開設された同取引

所JASDAQに統合されており、平成22年10月12日付で大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場となっておりま

す。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書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。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第２四半期連

結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月

１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により

四半期レビューを受けております。

  なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年

７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,021,326 2,718,292

受取手形及び売掛金 6,715,790 7,503,001

有価証券 999,978 1,000,000

商品及び製品 2,032,588 2,026,718

仕掛品 120,406 41,005

原材料及び貯蔵品 663,887 624,216

繰延税金資産 344,179 338,944

その他 229,001 168,478

貸倒引当金 △10,748 △11,169

流動資産合計 14,116,409 14,409,487

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※3
 9,684,801

※3
 9,714,933

減価償却累計額 △4,110,823 △3,944,581

建物及び構築物（純額） 5,573,978 5,770,352

機械装置及び運搬具 ※3
 11,358,106

※3
 11,206,168

減価償却累計額 △7,968,723 △7,516,933

機械装置及び運搬具（純額） 3,389,382 3,689,234

土地 ※3
 1,179,860

※3
 1,083,519

建設仮勘定 1,121,176 834,103

その他 1,087,359 999,168

減価償却累計額 △841,569 △786,650

その他（純額） 245,790 212,518

有形固定資産合計 11,510,188 11,589,727

無形固定資産

のれん 21,365 42,731

その他 173,483 173,506

無形固定資産合計 194,848 216,237

投資その他の資産

投資有価証券 623,186 693,866

関係会社出資金 318,070 180,002

繰延税金資産 508,692 489,750

その他 359,098 365,959

貸倒引当金 △960 △720

投資その他の資産合計 1,808,088 1,728,859

固定資産合計 13,513,126 13,534,824

資産合計 27,629,536 27,944,312
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,251,061 5,372,313

短期借入金 1,286,842 692,501

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 978,692 988,475

未払法人税等 261,112 359,181

賞与引当金 364,949 504,819

完成工事補償引当金 18,900 48,100

工事損失引当金 1,067 2,053

役員賞与引当金 25,000 59,100

その他 746,079 931,937

流動負債合計 9,263,704 9,288,481

固定負債

社債 175,000 340,000

長期借入金 554,700 1,123,895

退職給付引当金 1,216,480 1,141,438

役員退職慰労引当金 － 9,850

その他 255,983 245,907

固定負債合計 2,202,163 2,861,090

負債合計 11,465,868 12,149,572

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 8,951,465 8,452,137

自己株式 △10,889 △10,889

株主資本合計 15,704,955 15,205,628

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 109,914 162,884

為替換算調整勘定 △183,334 △53,925

評価・換算差額等合計 △73,420 108,958

少数株主持分 532,131 480,152

純資産合計 16,163,667 15,794,739

負債純資産合計 27,629,536 27,944,312
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年９月30日)

売上高 10,768,611 12,194,479

売上原価 7,161,779 8,121,006

売上総利益 3,606,831 4,073,473

販売費及び一般管理費 ※
 2,772,989

※
 2,899,480

営業利益 833,842 1,173,992

営業外収益

受取利息及び配当金 8,033 9,070

持分法による投資利益 20,807 24,133

補助金収入 28,659 28,246

雑収入 23,724 26,703

営業外収益合計 81,224 88,153

営業外費用

支払利息 54,457 43,017

売上割引 4,360 5,375

為替差損 － 50,171

外国源泉税 － 22,689

雑損失 22,453 10,286

営業外費用合計 81,271 131,540

経常利益 833,796 1,130,605

特別利益

固定資産売却益 271 63

補助金収入 39,670 －

貸倒引当金戻入額 250 －

完成工事補償引当金戻入額 3,752 29,085

その他 － 4,673

特別利益合計 43,943 33,821

特別損失

固定資産除却損 1,357 13,559

投資有価証券評価損 － 920

固定資産圧縮損 33,170 －

特別損失合計 34,527 14,479

税金等調整前四半期純利益 843,212 1,149,948

法人税等 272,718 284,381

少数株主損益調整前四半期純利益 － 865,566

少数株主利益 49,178 69,896

四半期純利益 521,316 795,669
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　　【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
  至 平成22年９月30日)

売上高 5,529,991 5,964,217

売上原価 3,633,832 4,107,681

売上総利益 1,896,159 1,856,535

販売費及び一般管理費 ※
 1,418,602

※
 1,438,865

営業利益 477,556 417,670

営業外収益

受取利息及び配当金 2,902 3,609

持分法による投資利益 11,730 11,553

補助金収入 9,047 20,947

雑収入 8,610 9,347

営業外収益合計 32,291 45,457

営業外費用

支払利息 27,034 21,382

売上割引 2,662 2,693

為替差損 27,006 38,405

外国源泉税 － 8,447

雑損失 3,339 4,934

営業外費用合計 60,042 75,864

経常利益 449,806 387,263

特別利益

固定資産売却益 － △2

貸倒引当金戻入額 114 －

完成工事補償引当金戻入額 3,752 585

特別利益合計 3,866 582

特別損失

固定資産除却損 642 9,002

投資有価証券評価損 － △7,977

特別損失合計 642 1,024

税金等調整前四半期純利益 453,030 386,820

法人税等 117,774 94,641

少数株主損益調整前四半期純利益 － 292,179

少数株主利益 30,437 33,156

四半期純利益 304,817 259,023
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22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 843,212 1,149,948

減価償却費 955,518 791,559

貸倒引当金の増減額（△は減少） △90 240

賞与引当金の増減額（△は減少） 178,525 △139,805

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,902 75,042

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,977 △9,850

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,900 △29,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 18,500 △34,100

工事損失引当金の増減額（△は減少） 5,359 △985

受取利息及び受取配当金 △8,033 △9,070

支払利息 54,457 43,017

為替差損益（△は益） 1,450 4,935

補助金収入 △39,670 △28,246

固定資産圧縮損 33,170 －

固定資産除却損 1,357 13,559

固定資産売却損益（△は益） △271 △63

有価証券評価損益（△は益） － 920

のれん償却額 18,591 18,591

持分法による投資損益（△は益） △20,807 △24,133

売上債権の増減額（△は増加） △1,062,074 748,918

仕入債務の増減額（△は減少） 1,091,207 △208,670

たな卸資産の増減額（△は増加） 44,747 △151,103

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,561 △107,825

その他 56,558 △184,077

小計 2,116,368 1,919,602

利息及び配当金の受取額 8,033 9,157

補助金の受取額 39,670 28,246

利息の支払額 △54,445 △43,295

法人税等の支払額 △113,734 △364,190

法人税等の還付額 160,701 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,156,592 1,549,520

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 △549,770 △605,832

有形固定資産の売却による収入 3,150 204

無形固定資産の取得による支出 △13,982 △24,931

投資有価証券の取得による支出 △5,700 △6,047

関係会社出資金の払込による支出 － △138,380

その他 940 △90

投資活動によるキャッシュ・フロー △565,363 △775,076
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年９月30日)

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） 23,493 624,018

長期借入金の返済による支出 △444,898 △553,784

社債の償還による支出 △165,000 △165,000

配当金の支払額 △288,412 △291,535

少数株主への配当金の支払額 △42,576 △63,100

財務活動によるキャッシュ・フロー △917,393 △449,401

現金及び現金同等物に係る換算差額 30,354 △22,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 704,189 303,011

現金及び現金同等物の期首残高 1,928,358 3,718,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,632,548

※
 4,021,304
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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２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
  至  平成22年９月30日)

１  会計処理基準に関する事項の変更

(1)「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

  第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号  平成20年３月10日公表分）及

び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号  平成20年３月10日）を適用し

ております。これによる損益に与える影響はありません。

(2)「資産除去債務に関する会計基準」の適用

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日）を適用して

おります。これによる損益に与える影響はありません。

　
【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
  至  平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日  内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　
当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
  至  平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日  内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連結会計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　
【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
  至  平成22年９月30日)

１　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あたり適用した特有の会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
  至  平成22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22年４月１日
  至  平成22年９月30日)

(役員退職慰労引当金)

  一部の連結子会社は、従来、役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上しておりましたが、平成22年６月４日に開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止することが決

議されたことにより、役員退職慰労引当金の計上を取り止めております。

  なお、役員退職慰労引当金の既引当残高は各役員の退職時に支給することとしており、役員退職慰労金の未払分は、

第１四半期連結会計期間末より、固定負債の「その他」に含めて計上しております。

　

【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22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22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 20,955千円
　

　 （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 23,260千円
　

　 （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 －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 53,218千円
機械装置 194,562千円
土地 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 53,218千円
機械装置 194,562千円
土地 33,170千円

  ４  受取手形裏書譲渡高は、60,106千円であります。  ４  受取手形裏書譲渡高は、106,516千円であります。
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
  至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
  至  平成22年９月30日)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。

給与手当 564,793千円

賞与引当金繰入額 224,406千円

役員賞与引当金繰入額 25,000千円

退職給付費用 70,313千円

研究開発費 706,877千円

荷造運搬費 263,819千円

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。

給与手当 612,885千円

賞与引当金繰入額 178,801千円

役員賞与引当金繰入額 25,000千円

退職給付費用 60,998千円

研究開発費 664,526千円

荷造運搬費 274,306千円
　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日 
  至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日 
  至  平成22年９月30日)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。

給与手当 279,692千円

賞与引当金繰入額 135,416千円

役員賞与引当金繰入額 25,000千円

退職給付費用 37,954千円

研究開発費 348,322千円

荷造運搬費 138,871千円

完成工事補償引当金繰入 △10,488千円

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。

給与手当 307,542千円

賞与引当金繰入額 75,486千円

役員賞与引当金繰入額 12,500千円

退職給付費用 29,545千円

研究開発費 347,125千円

荷造運搬費 132,204千円

　 　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
 (自  平成22年４月１日
 至  平成22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 2,632,548千円

現金及び現金同等物 2,632,548千円
　

※  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 3,021,326千円

有価証券 999,978千円

現金及び現金同等物 4,021,304千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

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  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 13,565

　
　
３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高

    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22年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 290,025 35平成22年３月31日 平成22年６月24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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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21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

5,068,858461,1325,529,991 － 5,529,991

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

3,959 428 4,387 (4,387) －

計 5,072,818461,5605,534,379(4,387)5,529,991

営業利益 452,460 3,538 455,99821,558 477,556

　

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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

9,804,903963,70810,768,611 － 10,768,611

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

8,742 1,428 10,170(10,170) －

計 9,813,645965,13610,778,781(10,170)10,768,611

営業利益 786,531 3,554 790,08643,756 833,842

　
(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  会計処理基準に関する事項の変更
          前第２四半期連結累計期間
         「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、第１四半期連結会計期間に

          着手した工事契約から、当第２四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、当第２四半期連結累計

          期間の装置システム事業の売上高が40,617千円増加し、営業利益が5,677千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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21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

4,569,037960,9545,529,991 － 5,529,991

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

86,097 28,040114,137(114,137) －

計 4,655,134988,9945,644,129(114,137)5,529,991

営業利益 303,092130,817433,90943,647 477,556

　

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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

9,008,9611,759,64910,768,611 － 10,768,611

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

164,39339,630204,024(204,024) －

計 9,173,3551,799,28010,972,636(204,024)10,768,611

営業利益 544,606229,291773,89759,944 833,842

　
(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  会計処理基準に関する事項の変更
          前第２四半期連結累計期間

         「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、第１四半期連結会計期間に

          着手した工事契約から、当第２四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、当第２四半期連結累計

          期間の日本の売上高が40,617千円増加し、営業利益が5,677千円増加しております。

　

EDINET提出書類

綜研化学株式会社(E01055)

四半期報告書

23/30



　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)
　

　 アジア地域

Ⅰ  海外売上高(千円) 1,975,727

Ⅱ  連結売上高(千円) 5,529,991

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 35.7

　
前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

　

　 アジア地域

Ⅰ  海外売上高(千円) 3,679,848

Ⅱ  連結売上高(千円) 10,768,611

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 34.2

　
(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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【セグメント情報】

 (追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。

　
１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。

  当社グループは、ケミカルズ製品の製造・販売及び装置・システムの販売、生産システムのエンジニア

リングに関する事業活動を行っていることから、「ケミカルズ」、「装置システム」の２つを報告セグメ

ントとしております。

  「ケミカルズ」においては、粘着剤、微粉体、特殊機能材、加工製品の製造・販売を行い、「装置システ

ム」では、装置・システムの販売、生産システムのエンジニアリング、プラントのメンテナンス、熱媒体油

の輸入販売を行っております。

　
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

(単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
(注)２ケミカルズ 装置システム 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 11,259,297935,18212,194,479 － 12,194,479

  セグメント間の
  内部売上高又は振替高

4,865 16,468 21,333 △21,333 －

計 11,264,162951,65012,215,813△21,33312,194,479

セグメント利益又は損失(△) 1,178,200△42,616 1,135,583 38,408 1,173,992

  (注)１  セグメント利益の調整額38,408千円は、セグメント間取引消去であります。

  ２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

(単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
(注)２ケミカルズ 装置システム 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 5,347,450616,7675,964,217 － 5,964,217

  セグメント間の
  内部売上高又は振替高

2,163 16,468 18,631 △18,631 －

計 5,349,613633,2355,982,849△18,631 5,964,217

セグメント利益 390,606 9,047 399,654 18,015 417,670

  (注)１  セグメント利益の調整額18,015千円は、セグメント間取引消去であります。

  ２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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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22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,886.40円
　

１株当たり純資産額 1,848.15円
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額
　

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
  至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
  至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 62.91円
　

１株当たり四半期純利益金額 96.02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２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
  至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
  至  平成22年９月30日)

四半期純利益金額(千円) 521,316 795,669

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) 521,316 795,669

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,286 8,286

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
  至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
  至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 36.79円
　

１株当たり四半期純利益金額 31.26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２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
  至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
  至  平成22年９月30日)

四半期純利益金額(千円) 304,817 259,023

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) 304,817 259,023

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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
  至  平成22年９月30日)

  当社は、平成22年10月26日開催の取締役会において、急速な経済発展を続ける中国における粘着剤の販売拡大を目的

として、中国華東地区に現地法人を設立することを決議いたしました。

    子会社の概要

      １ 商号                  綜研化学（常州）有限公司

      ２ 本店所在地            江蘇省常州市

      ３ 代表者の役職・氏名    董事長  逢坂  紀行

      ４ 事業内容              粘着剤製品の製造・販売

      ５ 資本金                約10億円

      ６ 設立年月日            平成22年12月予定

      ７ 株主構成              綜研化学株式会社  100％

　

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21年11月12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２四半期連結会計期間(平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21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21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。

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22年11月15日

綜研化学株式会社

取締役会  御中

　

　　　　　　有限責任　あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士  山  村      陽           印

　

指定有限責任社員
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22年４月１日から平成23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22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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22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22年10月26日開催の取締役会において子会社設立を決

議した。

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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