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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第150期第２四半期連結累計期間、第150期第２四半期連結会計期間、第149期第２四半期連結会計期間、 

  及び第149期の潜在株式調整後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

  記載していない。 

３ 第149期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四

    半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していない。 

  

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第149期

第２四半期連結
累計期間

第150期
第２四半期連結

累計期間

第149期
第２四半期連結

会計期間

第150期 
第２四半期連結 

会計期間
第149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) 8,990,075 8,990,335 5,045,313 4,628,158 20,605,572 

経常利益又は経常損失
(△) 

(千円) △224,829 16,545 86,742 12,083 341,086 

四半期(当期)純利益又は 
四半期純損失(△) 

(千円) △124,468 11,356 58,312 10,719 226,406 

純資産額 (千円) ― ― 12,308,305 12,426,576 12,690,752 

総資産額 (千円) ― ― 21,782,372 22,710,142 23,000,638 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 502.24 506.48 517.25 

１株当たり四半期(当期)
純利益金額又は四半期純
損失金額(△) 

(円) △5.09 0.46 2.38 0.44 9.25 

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 (％) ― ― 56.4 54.6 55.0 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,257,339 1,231,601 ― ― 2,705,150 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △1,317,885 △1,374,588 ― ― △3,007,415

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 99,727 413,729 ― ― 149,563 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(千円) ― ― 408,392 477,864 221,027 

従業員数 (名) ― ― 335 344 326 
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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）において営まれている

事業の内容に重要な変更はない。 

また、主要な関係会社についても異動はない。 

  

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ない。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

 
(注) 従業員数は就業人員である。  

  

  

(2) 提出会社の状況 

 
(注) 従業員数は就業人員である。  

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 344 

 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 335 
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第２ 【事業の状況】 

(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、次のとおりである。 
  

 
(注) １ 金額は、販売価格による。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  
  

(2) 受注実績 

当社は過去の販売実績と将来の予想に基づいて見込生産を行っている。 

  
(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、次のとおりである。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、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ない。 

  

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いない。 

  

(1) 経営成績の分析  

当第２四半期連結会計期間のわが国経済は、中国や米国経済の減速や円高の進行により輸出が減少

し、景気回復ペースは鈍化してきている。個人消費は、今夏の猛暑特需やエコカー補助金終了前の駆け

込み需要などから、再び底堅い推移となった。今後はその反動の落込みや、より一層の円高の進行、海

外経済の不透明感の強まりなどにより、景気減速感が一段と強くなる可能性がある。 

このような情勢のもとで、当社グループは、拡販および原料価格の変動に対応した売価是正に努める

とともに、生産性向上など、全社を挙げて収益の確保に取り組んできた。 

１ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

ファイン製品部門 2,827,782 ―

化成品部門 1,025,529 ―

合計 3,853,311 ―

セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

ファイン製品部門 2,981,948 ―

化成品部門 1,646,209 ―

合計 4,628,158 ―

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

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】
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しかしながら、急激な円高の進行や海外メーカーの攻勢により、当第２四半期連結会計期間の売上高

は46億２千８百万円（前年同四半期比8.3％減）となり、営業利益は３千３百万円（前年同四半期比

77.7％減）、経常利益は１千２百万円（前年同四半期比86.1％減）、四半期純利益は１千万円（前年同

四半期比81.6％減）となった。 

セグメントの状況は、ファイン製品部門の売上高は29億８千１百万円となり、営業利益は１千１百万

円となった。化成品部門の売上高は16億４千６百万円となり、営業利益は２千１百万円となった。 

引き続き拡販および原料価格の変動に対応した売価是正、生産性向上などに努める必要がある。 

  
(2) 財政状態の分析 

① 資産 

流動資産は、商品及び製品、原材料及び貯蔵品などが増加したが、受取手形及び売掛金の減少によ

り、前連結会計年度末に比べ６億７千７百万円減少し95億４千９百万円となった。 

固定資産は、有形固定資産の増加により、前連結会計年度末に比べ３億８千６百万円増加し131億

６千万円となった。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ２億９千万円減少し227億１千万円となった。 

  

② 負債 

流動負債は、短期借入金が増加したが、支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会計年度末

に比べ２千４百万円減少し78億８千３百万円となった。 

固定負債は、前連結会計年度末とほぼ同額の23億９千９百万円となった。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ２千６百万円減少し102億８千３百万円となっ

た。 

  

③ 純資産 

純資産合計は、配当金の支払などにより、前連結会計年度末に比べ２億６千４百万円減少し124億

２千６百万円となった。自己資本比率は前連結会計年度末の55.0％から54.6％となった。 

  
(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減

価償却費の計上などにより、１億２千４百万円（前年同四半期は４億４千１百万円）の収入となった。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により５億１百万円（前年同四半期は４

億６千９百万円）の支出となった。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加により３億４千９百万円の収入（前年同四

半期は５千万円の支出）となった。 

この結果、現金及び現金同等物残高は第１四半期会計期間末に比べ３千３百万円減少し、４億７千７

百万円となった。 
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(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ない。 

  
(5) 研究開発活動 

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は２億４百万円である。 
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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ない。 

  

(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、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はない。 

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、除却等はない。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

  

(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】 

該当事項はない。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はない。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000 

計 80,000,000 

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12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 24,500,000 24,500,000 
大阪証券取引所
市場第二部 

単元株式数は、
1,000株である。

計 24,500,000 24,500,000 ― ―

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９月30日 ― 24,500,000 ― 2,343,000 ― 1,551,049 
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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(％)

住友化学株式会社 東京都中央区新川２丁目27番１号 13,657 55.74 

塩野義製薬株式会社 大阪市中央区道修町３丁目１番８号 1,671 6.82 

武田薬品工業株式会社 大阪市中央区道修町４丁目１番１号 1,457 5.95 

田辺三菱製薬株式会社 大阪市中央区北浜２丁目６番18号 910 3.71 

広栄化学社員持株会 東京都中央区日本橋本町３丁目7番2号 202 0.82 

丸石化学品株式会社 大阪市西区江戸堀２丁目１番１号 168 0.69 

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番11号 141 0.58 

アキ商会株式会社 東京都港区芝大門２丁目8番11号－205 136 0.56 

住友精化株式会社 兵庫県加古郡播磨町宮西346番地の１ 130 0.53 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７丁目18番24号 100 0.41 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 100 0.41 

柏木株式会社 大阪市中央区平野町１丁目６番６号 100 0.41 

伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 東京都港区北青山２丁目５番１号 100 0.41 

計 ― 18,872 77.03 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成22年９月30日現在 

 
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式716株が含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 

 
  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注)  最高・最低株価は大阪証券取引所市場第二部におけるものである。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はない。 

  
  

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   27,000 
―

株主としての権利内容に制
限のない、標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 24,426,000 24,426 同上 

単元未満株式  普通株式   47,000 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 24,500,000 ― ―

総株主の議決権 ― 24,426 ―

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) 
広栄化学工業㈱ 

大阪市城東区放出西
二丁目12番13号 27,000 ― 27,000 0.11 

計 ― 27,000 ― 27,000 0.11 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
 ４月

 
 ５月

 
 ６月

 
 ７月

 
 ８月

 
 ９月

最高(円) 275 265 251 245 235 244 

最低(円) 248 204 211 225 216 221 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

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いる。 

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

いる。 

  

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いる。 

 なお、あずさ監査法人は、平成22年7月1日付で有限責任監査法人に移行したことにより、名称が有限責

任 あずさ監査法人に変更された。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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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 477,864 221,027

受取手形及び売掛金 4,114,818 5,946,857

商品及び製品 2,917,184 2,498,634

仕掛品 743,873 723,948

原材料及び貯蔵品 838,286 618,382

その他 477,515 246,727

貸倒引当金 △19,606 △28,345

流動資産合計 9,549,936 10,227,232

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,732,025 4,828,516

機械装置及び運搬具（純額） 5,742,139 5,021,666

建設仮勘定 85,324 235,537

その他（純額） 541,409 565,573

有形固定資産合計 ※１  11,100,899 ※１  10,651,294

無形固定資産 46,965 52,673

投資その他の資産   

投資有価証券他 2,021,431 2,078,200

貸倒引当金 △9,090 △8,762

投資その他の資産合計 2,012,341 2,069,438

固定資産合計 13,160,206 12,773,406

資産合計 22,710,142 23,000,638

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,612,315 3,938,277

短期借入金 2,641,200 1,941,200

未払法人税等 34,300 67,175

引当金 119,439 126,757

その他 1,476,530 1,834,832

流動負債合計 7,883,784 7,908,242

固定負債   

長期借入金 403,200 468,800

退職給付引当金 1,544,968 1,601,269

その他 451,612 331,573

固定負債合計 2,399,781 2,401,643

負債合計 10,283,566 10,309,886
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,343,000 2,343,000

資本剰余金 1,551,049 1,551,049

利益剰余金 7,898,484 8,107,394

自己株式 △8,845 △8,441

株主資本合計 11,783,688 11,993,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 611,143 666,259

評価・換算差額等合計 611,143 666,259

少数株主持分 31,745 31,490

純資産合計 12,426,576 12,690,752

負債純資産合計 22,710,142 23,000,638
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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 8,990,075 8,990,335

売上原価 7,365,735 7,331,191

売上総利益 1,624,339 1,659,143

販売費及び一般管理費   

発送費 263,175 306,034

給料手当及び賞与 390,306 381,186

退職給付費用 33,609 26,290

賃借料 63,472 60,557

試験研究費 469,262 407,952

その他 441,833 419,925

販売費及び一般管理費合計 1,661,659 1,601,946

営業利益又は営業損失（△） △37,319 57,197

営業外収益   

受取利息 612 260

受取配当金 23,348 49,078

受取補償金 10,441 10,862

雑収入 12,922 21,499

営業外収益合計 47,324 81,701

営業外費用   

支払利息 13,293 14,208

為替差損 66,102 91,762

固定資産除却損 19,177 7,771

製造休止損失 126,852 －

雑損失 9,409 8,610

営業外費用合計 234,834 122,352

経常利益又は経常損失（△） △224,829 16,545

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（△）

△224,829 16,545

法人税等 △83,574 4,935

少数株主損益調整前四半期純利益 － 11,610

少数株主利益又は少数株主損失（△） △16,786 254

四半期純利益又は四半期純損失（△） △124,468 11,356
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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 5,045,313 4,628,158

売上原価 4,057,722 3,767,388

売上総利益 987,591 860,770

販売費及び一般管理費   

発送費 147,301 150,241

給料手当及び賞与 191,901 196,084

退職給付費用 20,476 15,405

賃借料 31,070 29,840

試験研究費 233,444 204,587

その他 213,191 231,051

販売費及び一般管理費合計 837,385 827,210

営業利益 150,205 33,559

営業外収益   

受取利息 41 41

受取配当金 200 25,400

受取補償金 7,223 5,294

雑収入 1,936 11,644

営業外収益合計 9,401 42,380

営業外費用   

支払利息 7,260 7,320

為替差損 55,928 46,234

雑損失 9,674 10,301

営業外費用合計 72,863 63,856

経常利益 86,742 12,083

税金等調整前四半期純利益 86,742 12,083

法人税等 32,111 4,392

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,691

少数株主損失（△） △3,681 △3,028

四半期純利益 58,312 10,719
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△224,829 16,545

減価償却費 616,512 751,854

有形固定資産除却損 17,254 2,339

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,147 △8,411

退職給付引当金の増減額（△は減少） △97,552 △56,301

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,336 △7,318

受取利息及び受取配当金 △23,960 △49,339

支払利息 13,293 14,208

売上債権の増減額（△は増加） 927,395 1,832,038

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,036,554 △658,378

仕入債務の増減額（△は減少） △1,079,397 △325,962

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,243 △19,454

その他 106,871 △258,008

小計 1,283,899 1,233,814

利息及び配当金の受取額 23,992 49,343

利息の支払額 △7,743 △13,144

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △42,809 △38,412

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,257,339 1,231,601

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 △1,327,393 △1,367,094

無形固定資産の取得による支出 △1,714 △12,660

貸付金の回収による収入 3,720 100

その他 7,501 5,066

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,317,885 △1,374,588

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） △150,000 700,000

長期借入れによる収入 600,000 －

長期借入金の返済による支出 △130,000 △65,600

自己株式の取得による支出 － △403

配当金の支払額 △220,272 △220,266

財務活動によるキャッシュ・フロー 99,727 413,729

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,115 △13,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,295 256,837

現金及び現金同等物の期首残高 368,096 221,027

現金及び現金同等物の四半期末残高 408,392 477,864
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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】 

  

 
  

【表示方法の変更】 

  

 
  

 
  

【簡便な会計処理】 

  

 
  

(自 平成22年４月１日 
当第２四半期連結累計期間

 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 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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

ているが、これに伴う重要な影響はない。 

(自 平成22年４月１日 
当第２四半期連結累計期間

 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）に基づき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」の科目を表示している。 

(自 平成22年７月１日 
当第２四半期連結会計期間

 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）に基づき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」の科目を表示している。 

(自 平成22年４月１日 
当第２四半期連結累計期間

 至 平成22年９月30日)

１ 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末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する方法によっている。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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っている。 
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【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】 

  

 
  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

第２四半期連結累計期間 

  

 
  

第２四半期連結会計期間 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(自 平成22年４月１日 
当第２四半期連結累計期間

 至 平成22年９月30日)

１ 原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異等については、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として繰延べている。 

 

２ 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を採用している。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。 

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 有形固定資産の減価償却累計額 25,134,159 千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 24,463,733 千円

(自 平成21年４月１日 
前第２四半期連結累計期間

 至 平成21年９月30日)
(自 平成22年４月１日 
当第２四半期連結累計期間

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) 

前第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) 

当第２四半期連結会計期間

―― ―― 

(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間

※１ 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 408,392千円

現金及び現金同等物 408,392千円

※１ 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 477,864千円

現金及び現金同等物 477,864千円
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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 発行済株式に関する事項 

 
  
  
２ 自己株式に関する事項 

 
  
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 
  

   該当事項はない。 

  

４ 株主資本の著しい変動に関する事項 

当第２四半期連結会計期間において、著しい変動はない。 

  

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 24,500,000 

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 27,716 

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５月10日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 220,266 9.0 平成22年３月31日 平成22年６月７日
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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) 

  

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性等によっている。 

   ２ 各事業区分に属する製品の名称  

  （ファイン製品部門） 医農薬関連化学品、機能性化学品、その他  

  （化成品部門）    多価アルコール類、その他 

  

  

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) 

  

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性等によっている。 

   ２ 各事業区分に属する製品の名称  

  （ファイン製品部門） 医農薬関連化学品、機能性化学品、その他  

  （化成品部門）    多価アルコール類、その他 

  

【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) 

当社は本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため該当事項はない。 

  

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) 

当社は本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため該当事項はない。 

  

 
ファイン製品 

部門  
(千円)

化成品部門
(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 3,557,020 1,488,292 5,045,313 ― 5,045,313 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 3,557,020 1,488,292 5,045,313 ― 5,045,313 

営業利益 85,384 64,820 150,205 ― 150,205 

 
ファイン製品

部門 
(千円)

化成品部門
(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 6,358,653 2,631,421 8,990,075 ― 8,990,075 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 6,358,653 2,631,421 8,990,075 ― 8,990,075 

営業利益又は営業損失(△) 32,351 △69,670 △37,319 ― △37,319
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【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) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっている。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域  

   (1) アジア‥‥‥中国、インド  

   (2) ヨーロッパ‥‥‥フランス、スウェーデン  

   (3) 北米‥‥‥アメリカ、カナダ  

   (4) その他の地域‥‥‥オーストラリア、ニュージーランド 

   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る。 

  

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) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっている。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域  

   (1) アジア‥‥‥中国、インド  

   (2) ヨーロッパ‥‥‥フランス、スウェーデン  

   (3) 北米‥‥‥アメリカ、カナダ  

   (4) その他の地域‥‥‥オーストラリア、ニュージーランド 

   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る。 

  

 アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 1,069,113 376,656 482,736 7,977 1,936,483 

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― ― 5,045,313 

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％) 21.2 7.5 9.6 0.2 38.4 

 アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 2,001,459 623,542 823,377 17,512 3,465,892 

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― ― 8,990,075 

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％) 22.3 6.9 9.2 0.2 38.6 
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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)を適用している。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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る。 

 当社は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性等により、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開している。 

 従って、当社は製品の種類、製造方法、販売市場の類似性等を基礎とした製品群別のセグメントから構

成されており、「ファイン製品部門」、「化成品部門」を報告セグメントとしている。 

 「ファイン製品部門」は医農薬関連化学品、機能性化学品及びその他ファイン製品を製造販売してい

る。「化成品部門」は、多価アルコール類及びその他化成品を製造販売している。  

  

  

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) 

 
 (注) セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致する。 

  

  (単位：千円) 

 

報告セグメント

その他 合計
ファイン製品

部門
化成品部門 計

売上高   

  外部顧客への売上高 5,571,736 3,418,598 8,990,335 ― 8,990,335 

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 

― ― ― ― ―

計 5,571,736 3,418,598 8,990,335 ― 8,990,335 

セグメント利益 11,475 45,722 57,197 ― 57,197 
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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) 

 
 (注) セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致する。 

  

３  報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はない。 

  

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はない。 

  

(１株当たり情報) 

１  １株当たり純資産額 

  

 
(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

  (単位：千円) 

 

報告セグメント

その他 合計
ファイン製品

部門
化成品部門 計

売上高   

  外部顧客への売上高 2,981,948 1,646,209 4,628,158 ― 4,628,158 

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 

― ― ― ― ―

計 2,981,948 1,646,209 4,628,158 4,628,158 

セグメント利益 11,815 21,743 33,559 33,559 

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)

 506円48銭
 

517円25銭

項目
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)

純資産の部の合計額(千円) 12,426,576 12,690,752 

普通株式に係る純資産額(千円) 12,394,831 12,659,261 

差額の主な内訳(千円) 

  少数株主持分 31,745 31,490 

普通株式の発行済株式数(株) 24,500,000 24,500,000 

普通株式の自己株式数(株) 27,716 25,912 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 24,472,284 24,474,088 

― 23 ―



  
２  １株当たり四半期純利益金額等 

第２四半期連結累計期間 

  

 
(注) １ 当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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 

  ないため記載していない。 

   ２ 前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期 

  純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していない。 

   ３ １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎 

  

 
  

第２四半期連結会計期間 

  

 
(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いない。 

   ２ １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

  

 
  

  該当事項はない。 

  

  

  

(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純損失金額（△） △5円09銭
 

１株当たり四半期純利益金額 46銭

項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失(△) (千円) 

△124,468 11,356 

普通株式に係る四半期純利益又は 
四半期純損失(△) (千円) 

△124,468 11,356 

普通株式の期中平均株式数(株) 24,474,753 24,473,375 

(自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第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) 

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益金額 2円38銭
 

１株当たり四半期純利益金額 44銭

項目 (自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第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) 

当第２四半期連結会計期間

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 58,312 10,719 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 58,312 10,719 

普通株式の期中平均株式数(株) 24,474,753 24,472,937 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 
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平成21年11月12日

広栄化学工業株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
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」に掲げられている広

栄化学工業株式会社の平成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、広栄化学工業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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  文  倉  辰  永  印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  北  山  久  恵  印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  野  友  之  印 

(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。 

 



  
平成22年11月12日

広栄化学工業株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  
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」に掲げられている広

栄化学工業株式会社の平成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、広栄化学工業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。 

  
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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

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  文  倉  辰  永  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  小  野  友  之  印 

(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。 

 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成22年11月12日 

【会社名】 広栄化学工業株式会社 

【英訳名】 KOEI CHEMICAL COMPANY, LIMITED 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 庭 成 弘 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 大阪市城東区放出西二丁目12番13号 

【縦覧に供する場所】 東京本社 

  (東京都中央区日本橋本町三丁目７番２号シオノギ本町共同ビル) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



当社代表取締役社長大庭成弘は、当社の第150期第２四半期(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はない。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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