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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】

提出会社の経営指標等

　

回次
第52期
第２四半期
累計期間

第53期
第２四半期
累計期間

第52期
第２四半期
会計期間

第53期
第２四半期
会計期間

第52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21年
   ４月１日
至  平成21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21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９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) 7,741,6917,231,9294,147,0893,827,03915,411,516

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) 29,669 125,509△ 11,932 123,775 61,521

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失
(△)

(千円) △ 68,271△ 14,319△ 70,810 38,620△ 179,014

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 1,394,1001,394,1001,394,100

発行済株式総数 (株) ― ― 10,716,95410,716,95410,716,954

純資産額 (千円) ― ― 7,177,1726,898,0596,955,221

総資産額 (千円) ― ― 12,795,02412,072,54112,531,516

１株当たり純資産額 (円) ― ― 680.18 657.74 659.29

１株当たり四半期純利
益金額又は四半期(当
期)純損失(△)

(円) △6.47 △1.35 △6.71 3.67 △16.97

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 4.00 4.00 4.00 4.00 9.00

自己資本比率 (％) ― ― 56.09 57.14 55.50

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 191,992 116,474 ― ― 140,888

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 175,210△ 13,427 ― ― △ 208,219

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 63,673△ 58,517 ― ― △ 161,985

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,781,7211,643,5441,599,431

従業員数 (名) ― ― 353 350 372

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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　持分法を適用した場合の投資損益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４　第53期第２四半期会計期間の「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」については、潜在株式が存在してい

ないため記載しておりません。また、第52期および第52期第2四半期累計(会計)期間、第53期第2四半期累計期

間の「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純損失」については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、ま

た潜在株式が存在してい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ありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数(名)
350

[66]

(注)  従業員は就業人員であり、臨時従業員は[ ]内に当第２四半期会計期間の平均人員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２四半期会計期間における品目別の生産実績は次のとおりであります。
　

品目 金額(千円) 前年同四半期比(%)

建築仕上材 1,694,641 3.3

建築下地調整材 408,566 3.1

タイル接着材 52,993 13.0

ファインセラミック 75,382 △60.9

合計 2,231,583 △2.0

(注) １　金額は、販売価格で表示してあります。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当社の工事(ビルリフレッシュ)は、受注から完了までの期間が非常に短いため、受注残高はほとんどな

く、受注高と販売実績と大きな差異はないので、受注高並びに受注残高については、記載を省略しており

ます。

　

(3) 販売実績

当第２四半期会計期間における品目別販売実績は次のとおりであります。
　

品目 金額(千円)
 
前年同四半期比(%)
 

製品

建築仕上材 1,626,669 △11.5

建築下地調整材 421,476 △0.6

タイル接着材 51,866 △10.1

ファインセラミック 83,222 △54.9

小計 2,183,235 △12.8

商品 建築土木資材 35,688 △41.6

工事 ビルリフレッシュ 1,608,114 1.7

合計 3,827,039 △7.7

(注) １　当第２四半期会計期間において販売実績が総販売実績の100分の10を超える相手先については該当がありませ

ん。

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ま

たは、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ありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行なわれておりません。

　

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】

本文の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1)経営成績の分析

当第２四半期会計期間におけるわが国の経済は、内外の在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とし

た輸出、生産の増加などから昨年度末を底に緩やかに回復してきております。 

　雇用・所得環境は、失業率が過去最悪を更新するなど、一段と厳しさをましておりますが、定額給付金、

エコカー減税などの政策効果から、個人消費は持ち直しの動きが続いております。 

　当社主力の建築仕上業界におきましては、雇用・所得環境の悪化などから住宅投資の大幅な減少が続い

ており企業業績の鈍化、公共投資の削減などによる市場規模の縮小など厳しい経営環境が続いておりま

す。 

　当社ではこの情勢に対処すべく、住宅リフォーム事業に注力し、わが社独自商品で外壁剥落防止に最適

なモダンアートの販売を強化し、1,200色のカラーカードを活用した高付加価値商品の拡販に努め業績の

向上に全力を挙げて取り組みました。 

こうした経済情勢の下、当社の品目別売上高をみますと建築仕上材は前年同四半期会計期間比11.5%減

の1,626,669千円、建築下地調整材は同0.6%減の421,476千円、タイル接着材は同10.1%減の51,866千円、

ファインセラミックは同54.9%減の83,222千円、建築土木資材は同41.6%減の35,688千円、ビルリフレッ

シュ(工事)は同1.7%増の1,608,114千円となりました。

この結果、当第２四半期会計期間につきまして、売上高は3,827,039千円(前年同四半期売上高

4,147,089千円)、営業利益は119,957千円(前年同四半期営業損失18,969千円)、経常利益は123,775千円

(前年同四半期経常損失11,932千円)、第２四半期純利益は38,620千円(前年同四半期純損失70,810千円)

となりました。

　

品目別売上は、次のとおりであります。

　 期別 前第２四半期会計期間 当第２四半期会計期間

前年同期比　 　 (自　平成20年７月 (自　平成21年７月

　 　    至　平成20年９月）    至　平成21年９月）

品目 　 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

　 　 百万円 % 百万円 % 百万円 %

建築仕上材 1,838 44.3 1,626 42.5 △212 △11.5

建築下地調整材 423 10.2 421 11.0 △2 △0.6

タイル接着材 57 1.4 51 1.4 △ 5 △ 10.1

ファインセラミック 184 4.5 83 2.2 △101 △54.9

建築土木資材 61 1.5 35 0.9 △25 △41.6

ビルリフレッシュ(工事) 1,581 38.1 1,608 42.0 26 1.7

合計 4,147 100.0 3,827 100.0 △320 △7.7
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(2)財政状態の分析

(資産)

当第２四半期会計期間末における資産の残高は12,072,541千円(前事業年度末比458,974千円減)と

なりました。

これは主として受取手形及び売掛金が232,804千円減少、商品及び製品が52,736千円減少、未収還付

法人税が44,033千円減少したことによるものであります。

(負債)

当第２四半期会計期間末における負債の残高は5,174,482千円(前事業年度末比401,812千円減)とな

りました。

これは主として役員退職慰労引当金が478,423千円減少したことによるものであります。

(純資産)

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は6,898,059千円(前事業年度末比57,161千円減)と

なりました。

これは主として利益剰余金が67,067千円減少した一方、その他有価証券評価差額金が34,038千円増

加したことによるものであります。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期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１四半期会計期

間末に比べ297,163千円増加し、1,643,544千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期会計期間と比べ179,091千円増加し、当第２四半

期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、306,298千円となりました。これは主に、税引前四

半期純利益、売上債権の増減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)

投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期会計期間と比べ94,441千円増加し、当第２四半

期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、46,505千円となりました。これは主に、有形固定

資産の取得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)

財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期会計期間と比べ40,471千円増加し、当第２四半

期会計期間において財務活動の結果得られた資金は、37,722千円となりました。これは主に、短期借入

による純増減額、自己株式の取得による支出、リース債務の返済による支出によるものであります。
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(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上およ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

研究開発活動につきましては営業戦略の上で急務となっている研究課題に取り組むとともに、新し

い機能を備えた建築仕上材の開発に努めております。また、製品を最大限に発揮するための製品の組み

合わせ及びその施工方法を包含した理想的なシステム工法の開発研究も手掛けております。

当第２四半期会計期間の研究開発費の総額は63,694千円であります。

なお、平成21年９月末日現在の特許及び実用新案権の登録中の件数は71件、出願中のものは109件で

あります。
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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２四半期会計期間において、第１四半期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ありません。

また、当第２四半期会計期間において、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 34,000,000

計 34,000,000

　

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21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月13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 10,716,95410,716,954
名古屋証券取引所
市場第二部

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 10,716,95410,716,954― ―

　

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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９月30日 ― 10,716 ― 1,394,100 ― 1,092,160
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(5) 【大株主の状況】

平成21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(％)

有限会社　ティー・サポート 名古屋市千種区富士見台４丁目12番地の11 2,037 19.01

株式会社　三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番1号 523 4.88

株式会社　名古屋銀行 名古屋市中区錦三丁目19番17号 520 4.86

菊水化学工業取引先持株会 名古屋市中区丸の内三丁目21番25号 424 3.96

菊水化学工業社員持株会 名古屋市中区丸の内三丁目21番25号 348 3.26

株式会社　愛知銀行 名古屋市中区栄三丁目14番12号 332 3.10

遠山　昌夫 名古屋市千種区 255 2.38

株式会社　大垣共立銀行 大垣市郭町３丁目98番地 174 1.62

遠山　眞人 名古屋市千種区 163 1.53

浅海　正義 名古屋市千種区 153 1.44

計 ― 4,932 46.02

(注)　当社は自己株式229千株(2.14%)を保有しておりますが、上記表には記載しておりません。

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21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 229,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,439,00010,439 ―

単元未満株式 普通株式 48,954 ― ―

発行済株式総数 　 10,716,954― ―

総株主の議決権 ― 10,439 ―
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② 【自己株式等】

平成21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)
菊水化学工業株式会社

名古屋市中区丸の内
三丁目21番25号

229,000 ― 229,000 2.14

計 ― 229,000 ― 229,000 2.14

　

　

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

　
　７月

　
　８月

　
　９月

最高(円) 420 400 405 400 400 400

最低(円) 380 380 383 385 380 376

(注)　最高・最低株価は名古屋証券取引所市場第二部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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 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

専務取締役 専務取締役
三戸　武志 平成21年９月21日(管理本部、セラミック事業部 (製造本部、技術開発、担当)

海外・特販部、技術開発、担当) 　

専務取締役 専務取締役

三戸　武志 平成21年10月26日
(管理本部、セラミック事業部 (管理本部、セラミック事業部
海外・特販部、技術開発、 海外・特販部、技術開発、担当)
商品企画室、担当) 　

常務取締役 常務取締役
山口　均 平成21年９月21日(製造本部、資材部 (営業部門統括、資材部、担当)

クリエイティブセンター、担当) 　
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)および前第２四半期累計期

間(平成20年４月1日から平成20年９月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半

期会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)および当第２四半期累計期間(平成21年４月１

日から平成21年９月30日まで)は改正後の四半期財務諸表等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)及び前第２四半期累計期間(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ており、当第２四半期会計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)および当第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成

21年９月30日まで)に係る四半期財務諸表については、仰星監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。

　

３　四半期連結財務諸表について

「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)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローからみて、当企業集団

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏

しいものとして、四半期連結財務諸表は、作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,921,681 1,924,330

受取手形及び売掛金 4,157,253 4,390,057

商品及び製品 410,289 463,025

仕掛品 135,870 145,038

原材料及び貯蔵品 226,681 248,843

その他 290,541 366,979

貸倒引当金 △29,403 △30,871

流動資産合計 7,112,913 7,507,403

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 687,301

※1
 716,738

機械及び装置（純額） ※1
 166,298

※1
 188,355

土地 1,417,931 1,417,931

その他（純額） ※1
 381,279

※1
 374,547

有形固定資産合計 2,652,810 2,697,571

無形固定資産 114,737 134,239

投資その他の資産

その他 2,203,196 2,204,795

貸倒引当金 △11,116 △12,494

投資その他の資産合計 2,192,080 2,192,301

固定資産合計 4,959,628 5,024,112

資産合計 12,072,541 12,531,516
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(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 1,953,441 2,000,246

短期借入金 1,370,000 1,200,000

未払法人税等 21,187 19,383

その他 806,599 646,343

流動負債合計 4,151,228 3,865,974

固定負債

社債 200,000 270,000

長期借入金 50,000 120,000

退職給付引当金 518,656 526,909

役員退職慰労引当金 170,577 649,001

その他 84,020 144,410

固定負債合計 1,023,253 1,710,320

負債合計 5,174,482 5,576,295

純資産の部

株主資本

資本金 1,394,100 1,394,100

資本剰余金 1,092,160 1,092,160

利益剰余金 4,513,404 4,580,472

自己株式 △116,094 △91,962

株主資本合計 6,883,570 6,974,770

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,489 △19,549

評価・換算差額等合計 14,489 △19,549

純資産合計 6,898,059 6,955,221

負債純資産合計 12,072,541 12,531,516
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

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

売上高 7,741,691 7,231,929

売上原価 5,723,331 5,294,342

売上総利益 2,018,359 1,937,587

販売費及び一般管理費 ※1
 2,002,381

※1
 1,824,635

営業利益 15,977 112,951

営業外収益

受取利息 3,937 3,136

受取配当金 8,198 7,279

受取ロイヤリティー － 4,621

その他 16,459 10,553

営業外収益合計 28,594 25,591

営業外費用

支払利息 10,305 8,283

売上割引 3,658 3,104

その他 938 1,646

営業外費用合計 14,902 13,033

経常利益 29,669 125,509

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 872

固定資産売却益 14,695 －

特別利益合計 14,695 872

特別損失

投資有価証券評価損 60,855 40,145

役員退職功労加算金 － 87,650

その他 22,543 3,216

特別損失合計 83,398 131,011

税引前四半期純損失（△） △39,033 △4,629

法人税等 29,237 9,690

四半期純損失（△） △68,271 △14,319
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 4,147,089 3,827,039

売上原価 3,161,494 2,788,282

売上総利益 985,595 1,038,757

販売費及び一般管理費 ※1
 1,004,564

※1
 918,800

営業利益又は営業損失（△） △18,969 119,957

営業外収益

受取利息 2,934 1,136

受取配当金 303 288

法人税等還付加算金 3,630 1,082

受取ロイヤリティー － 2,173

その他 7,647 5,810

営業外収益合計 14,516 10,490

営業外費用

支払利息 5,048 4,102

売上割引 2,056 1,783

その他 373 787

営業外費用合計 7,479 6,672

経常利益又は経常損失（△） △11,932 123,775

特別利益

貸倒引当金戻入額 △2,057 △2,707

固定資産売却益 14,695 －

特別利益合計 12,637 △2,707

特別損失

投資有価証券評価損 38,498 40,145

その他 6,142 3,044

特別損失合計 44,640 43,189

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △43,935 77,877

法人税等 26,874 39,257

四半期純利益又は四半期純損失（△） △70,810 38,620
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △39,033 △4,629

減価償却費 114,433 127,646

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △478,423

貸倒引当金の増減額（△は減少） 829 △2,845

受取利息及び受取配当金 △12,135 △10,415

支払利息 10,305 8,283

有形固定資産売却損益（△は益） △14,620 54

投資有価証券評価損益（△は益） 60,855 40,145

売上債権の増減額（△は増加） △111,070 234,188

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,877 84,065

仕入債務の増減額（△は減少） 166,049 △46,805

その他 △63,508 131,926

小計 82,227 83,190

利息及び配当金の受取額 23,567 10,371

利息の支払額 △10,281 △8,259

遅延損害金の支払額 △15,234 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 111,714 31,172

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,992 116,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △26,146 －

定期預金の純増減額（△は増加） － 46,762

有形固定資産の取得による支出 △124,315 △41,704

有形固定資産の売却による収入 19,378 20

無形固定資産の取得による支出 △8,600 △13,873

投資有価証券の取得による支出 △31,136 －

その他 △4,389 △4,631

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,210 △13,427

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） － 100,000

長期借入れによる収入 70,000 －

長期借入金の返済による支出 △70,000 －

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

自己株式の取得による支出 △644 △24,132

リース債務の返済による支出 － △71,562

配当金の支払額 △53,028 △52,822

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,673 △58,517

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,887 44,113

現金及び現金同等物の期首残高 1,828,609 1,599,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,781,721

※
 1,643,544
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【四半期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２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

会計方針の変更

完成工事高及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)を第１四半期会計期間より適用し、第１四半

期会計期間に着手した工事契約から当第２四半期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もりは原価比例法)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。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半

期純損失に対する影響はありません。

　

　

【表示方法の変更】

　

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

(四半期損益計算書関係)

前第２四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取ロイヤリティー」は、重

要性が増したため、当第２四半期累計期間より区分掲記することとしております。なお、前第２四半期累計

期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取ロイヤリティー」は3,035千円であります。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「役員

退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当第２四半期累計期間より区分掲記する

こととしております。なお、前第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含まれる「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は8,226千円であります。

 

当第２四半期累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の純増減額(△は増

加)」は、前第２四半期累計期間においては「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による

収入」としてそれぞれ両建て表示しておりましたが、期間が短く、かつ回転が速いため、純額表示いたしま

した。なお、当第２四半期累計期間の「定期預金の預入による支出」は104,483千円、「定期預金の払戻に

よる収入」は151,245千円をそれぞれ計上しております。
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当第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

(四半期損益計算書関係)

前第２四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取ロイヤリティー」は、営

業外収益総額の100分の20を超えたため、区分掲記することとしております。なお、前第２四半期会計期間

の営業外収益の「その他」に含まれる「受取ロイヤリティー」は2,638千円であります。

 

　

【簡便な会計処理】

　

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

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償

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。

３　経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算

額で計上する方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

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

税金費用の計算

税金費用については、当四半期会計期間を含む事業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(累計期間)に当該見積実効税率を乗じて計算して

おります。ただし、これによると著しく合理性を欠く結果となる場合には「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」第

12項(法定実効税率を使用する方法)に準じて計算しております。

　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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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

※1 有形固定資産の減価償却累計額　　4,150,097千円※1 有形固定資産の減価償却累計額　　4,092,154千円

2 債務保証 2 債務保証

次の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保

証を行っております。

次の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保

証を行っております。

菊水化工(上海)有限公司            　15,182千円菊水化工(上海)有限公司            　　9,335千円

　 　

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　
前第２四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
　至  平成20年９月30日)

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

※1 販売費及び一般管理の主要な費用及び金額は、
  　次のとおりであります。

※1 販売費及び一般管理の主要な費用及び金額は、
  　次のとおりであります。

役員報酬及び賞与 90,349千円役員報酬及び賞与 74,406千円

給与手当及び賞与 610,961千円給与手当及び賞与 605,439千円

貸倒引当金繰入 1,382千円 貸倒引当金繰入 ―

退職給付費用 19,209千円退職給付費用 21,355千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,246千円役員退職慰労引当金繰入額 13,625千円

　 　 　 　
　 　 　 　

　

第２四半期会計期間

　
前第２四半期会計期間
(自  平成20年７月１日
　至  平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

※1 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は、
　  次のとおりであります。

※1 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は、
    次のとおりであります。

役員報酬及び賞与 41,947千円役員報酬及び賞与 31,100千円

給与手当及び賞与 287,468千円給与手当及び賞与 293,911千円

退職給付費用 9,594千円 退職給付費用 10,487千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,123千円 役員退職慰労引当金繰入額 7,357千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21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

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

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 2,066,122千円　現金及び預金勘定 1,921,681千円

　預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △284,401千円　預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △278,137千円

　現金及び現金同等物 1,781,721千円　現金及び現金同等物 1,643,544千円

　 　 　 　

　

(株主資本等関係)

　

当第２四半期会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自　平成21年４月１日　至平成21

年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 10,716,954

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 229,530

　

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
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 52,748 ５ 平成21年３月31日平成21年６月29日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成21年10月26日
取締役会

普通株式 41,949 ４ 平成21年９月30日平成21年12月10日 利益剰余金

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　

該当事項はありません。
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(有価証券関係)

　

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度末と比較して著しい変動がないた

め、記載しておりません。

　

(デリバティブ取引関係)

　

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 657円74銭
　

　 　

　 659円29銭
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 (千円) 6,898,059 6,955,221

普通株式に係る純資産額 (千円) 6,898,059 6,955,221

普通株式の発行済株式数 (千株) 10,716 10,716

普通株式の自己株式数 (千株) 229 167

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数 (千株) 10,487 10,549

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期累計期間

　
前第２四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

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

１株当たり四半期純損失(△) △6.47円

　 　

なお、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
式が存在しないたため記載しておりません。

　

１株当たり四半期純損失(△) △1.35円

　 　

なお、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おりません。

　

(注)  １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

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

四半期損益計算書上の四半期純損失(△)(千円) △68,271 △14,319

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △68,271 △14,319

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,552 10,531
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第２四半期会計期間

　
前第２四半期会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △6.71円

　 　

なお、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おりません。

　

１株当たり四半期純利益 3.67円

　 　

なお、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。

　

(注)  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は
純損失(△)(千円)

△70,810 38,620

普通株式に係る四半期純利益又は
純損失(△)(千円)

△70,810 38,620

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,552 10,507

　

(重要な後発事象)

　

該当事項ありません。
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２ 【その他】

　

第53期(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)中間配当については、平成21年10月26日開催の

取締役会において、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　41,949千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　４円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成21年12月10日
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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

菊水化学工業株式会社

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　　田　島　和　憲　　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　本　正　司　　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　磯　部　淳　夫　　

　

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」に掲げられている菊水

化学工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第52期事業年度の第２四半期会計期間

（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）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッ

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財務諸表の作成基準に準拠して、菊水化学工業株式会社の平成20年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計

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11月６日

菊水化学工業株式会社

取締役会  御中

　

仰 星 監 査 法 人

　

代表社員 
業務執行社員

　 公認会計士    柴　田　和　範

　

代表社員 
業務執行社員

　 公認会計士    寺　本　悟

　

業務執行社員 　 公認会計士    鈴　木　人　史

　

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」に掲げられている菊水

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日までの第53期事業年度の第２四半期会計期間

（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）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッ

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財務諸表の作成基準に準拠して、菊水化学工業株式会社の平成21年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計

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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