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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93期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第94期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第93期

会計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

売上高 (百万円) 8,729 8,179 34,159

経常利益 (百万円) 554 447 1,886

四半期（当期）純利益 (百万円) 338 262 959

純資産額 (百万円) 27,013 27,081 26,989

総資産額 (百万円) 38,200 33,492 33,914

１株当たり純資産額 (円) 1,291.60 1,327.17 1,321.41

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
(円) 16.51 13.17 47.45

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 (％) 69.0 78.9 77.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 464 △380 3,620

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,069 18 △368

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 2,547 △252 △2,212

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(百万円) 3,704 2,135 2,765

従業員数 (人) 1,252 1,257 1,249

（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）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22年６月30日現在

従業員数（人） 1,257(181)

（注）１　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除く。）であり、臨時雇用者数は、（　）内

に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書で記載しております。

２　臨時雇用者には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

(2）提出会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 563 (130)

（注）１　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者は除く。）であり、臨時雇用者数は、（　）内に当第１四半期会

計期間の平均人員を外書で記載しております。

２　臨時雇用者には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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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の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

当第１四半期連結会計期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（自　平成22年４月１日

    至　平成22年６月30日）

金額(千円) 前年同四半期比（％）

ニュートリション事業 1,051,257 －

インターフェイスソリューション事業 2,975,717 －

アグリフード事業 3,048,331 －

　報告セグメント計 7,075,306　 －　

その他 － －

合計 7,075,306 －

（注）１　金額は販売価格をもとに算出しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

　

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の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

当第１四半期連結会計期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（自　平成22年４月１日

    至　平成22年６月30日）

金額(千円) 前年同四半期比（％）

ニュートリション事業 1,089,634 －

インターフェイスソリューション事業 3,034,201 －

アグリフード事業 4,031,838 －

報告セグメント計 8,155,674 －

その他 24,181 －

合計 8,179,855 －

（注）１　いずれの事業にも属さない料理飲食等の売上についてはその他の売上として計上いたしております。

２　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第１四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の決定又は締結等はありません。
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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】

文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

　

(1）経営成績の分析

  当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加や生産に持ち直しがみら

れるものの、為替や株式市場の混乱は続いており、先行き不透明な状況にあります。また、依然として雇用情勢は厳

しく、個人消費は低迷した状況が続いております。

  このような経済環境の中で当社グループは、引き続き、対処すべき課題として、①市場変化への対応、②販売の強

化（グローバル化）、③品質管理体制の維持・強化、④環境への取り組み、⑤人材育成、⑥業務改善による全体最適

化を掲げ、企業価値向上に取り組んでまいりました。

  この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は81億79百万円（前年同四半期比6.3％減）、営業利益は４億50百

万円（前年同四半期比4.5％増）、経常利益は４億47百万円（前年同四半期比19.3％減）、四半期純利益は２億62百

万円（前年同四半期比22.5％減）となりました。

　当第１四半期連結会計期間におけるセグメントの状況は次のとおりであります。 

①　ニュートリション事業 

  緑茶抽出物は、欧州市場のサプリメント用途は堅調に推移いたしましたが、国内市場のインスタント緑茶用途や

米国市場の飲料用途が低調な動きとなりました。 

　機能性アミノ酸（テアニン）は、国内市場の飲料用途への新規採用等もあり、堅調な動きとなりました。米国市場

においては、サプリメント用途が堅調に推移したものの、飲料用途は低調な動きとなりました。

　水溶性食物繊維は、国内市場での特定保健用食品用途に新規採用となったことや、欧米市場においても乳製品・医

療食品用途が引き続き順調に推移し、堅調な動きとなりました。

　ミネラル製剤は、国内市場における乳製品用途を中心に堅調に推移いたしましたが、ＰＵＦＡ（多価不飽和脂肪

酸）製剤は低調な動きとなりました。

　この結果、売上高は10億89百万円、営業利益は53百万円となりました。

②　インターフェイスソリューション事業 

　乳化剤は、化粧品・トイレタリー用乳化剤がやや低調な荷動きとなりましたが、乳化・可溶化製剤、乳化安定剤製

剤及び乳化食品が何れも順調に推移し、飲料用途は大幅に伸張しました。

　また、一般食品用乳化剤も堅調に推移いたしました。

　安定剤は、惣菜用途が伸張したものの、デザート用及び飲料用ゲル化剤、冷菓用が伸び悩み、低調な動きとなりまし

た。

　この結果、売上高は30億34百万円、営業利益は４億29百万円となりました。

③　アグリフード事業

　鶏卵加工品は、粉末卵が堅調に推移したものの、液卵加工品については一部商品の終売や、デザート市場の販売不

振の影響等で低調な動きとなりました。

　即席食品用素材は、やや低調な動きとなりました。

　フルーツ加工品は、製パン用途は大幅に増加しましたが、アイスクリーム用途やヨーグルト用途が低調な動きとな

りました。

　この結果、売上高は40億31百万円、営業利益は38百万円の損失となりました。

　

④　その他

　料理飲食等の事業を行っております。 

　売上高は24百万円、営業利益は５百万円となりました。 
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(2）財政状態の分析

  当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末に比較して４億21百万円減少して、334億

92百万円となりました。主な資産の変動は、受取手形及び売掛金の増加２億円、商品及び製品の増加２億42百万円、

現金及び預金の減少６億85百万円、原材料及び貯蔵品の減少１億46百万円です。

  また、負債は前連結会計年度末に比較して５億13百万円減少して64億11百万円となりました。主な負債の変動は、

未払法人税等の減少４億76百万円、賞与引当金の減少１億18百万円です。

  純資産は前連結会計年度末に比較して91百万円増加して270億81百万円となりました。

  この結果、自己資本比率は前期末の77.8％から78.9％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」という）は、21億35百万円（前年同四

半期連結会計期間末より15億68百万円減少、42.4％減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間における営業活動により３億80百万円（前年同四半期連結会計期間は４億64百万円

の収入）の資金の減少となりました。 

　その主な理由は、税金等調整前四半期純利益が４億37百万円、減価償却費計上による自己金融効果２億39百万円に

よる資金の増加の他、売上債権の増加１億93百万円、賞与引当金の減少１億18百万円、法人税等の支払６億円等によ

る資金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） 

  当第１四半期連結会計期間における投資活動により18百万円（前年同四半期連結会計期間は10億69百万円の支

出）の資金の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間における財務活動により２億52百万円（前年同四半期連結会計期間は25億47百万円

の収入）の資金の減少となりました。 

　その主な理由は、短期借入れによる資金の増加が39億円、短期借入金の返済による支出が39億13百万円、配当金の

支払額が１億59百万円となったこと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１四半期連結会計期間において、当連結会社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

生じた問題はありません。　

　

(5）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は２億72百万円であります。 

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。　

　

EDINET提出書類

太陽化学株式会社(E00472)

四半期報告書

 6/23



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 90,000,000

計 90,000,000

　

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22年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成22年８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 23,513,701 23,513,701
名古屋証券取引所

（市場第二部）

単元株式数は100株であり

ます。

計 23,513,701 23,513,701 － －

　

（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４月１日～

平成22年６月30日
－ 23,513,701 － 7,730,621 － 7,914,938

　

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、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。
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（７）【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ないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

　 平成22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　　 3,540,400　
－ －

（相互保有株式）

普通株式　　　　20,700　
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　19,945,200　 199,452 －

単元未満株式 普通株式　　　　 7,401　 － －

発行済株式総数     23,513,701　 － －

総株主の議決権 －     199,452 －

（注）　「単元未満株式」の欄には、自己株式が67株含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成22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）

太陽化学株式会社

三重県四日市市

山田町800番

    3,540,400

　
    －     3,540,400    15.05

（相互保有株式）

株式会社サンフコ

東京都千代田区

鍛冶町一丁目８番３号
    20,700     －     20,700     0.08

計 －     3,561,100    －     3,561,100    15.14

（注）　当第１四半期会計期間末の自己株式等の数は、3,608,100株であります。

　

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

最高（円）     848     825     838

最低（円）     800     750     771

（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】

　役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
 品質保証兼
業務生産支援担当

取締役  品質保証担当 加藤友治 平成22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）及び前第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22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査

法人トーマツ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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,143,721 2,829,199

受取手形及び売掛金 8,325,859 8,125,079

商品及び製品 3,407,874 3,165,005

仕掛品 399,323 424,001

原材料及び貯蔵品 2,294,585 2,441,429

その他 757,434 569,684

貸倒引当金 △85,962 △79,681

流動資産合計 17,242,835 17,474,718

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 5,434,834

※1
 5,498,626

土地 5,942,043 5,940,804

その他（純額） ※1
 2,470,184

※1
 2,559,494

有形固定資産合計 13,847,062 13,998,926

無形固定資産

のれん 138,615 142,649

その他 369,994 373,148

無形固定資産合計 508,609 515,797

投資その他の資産

投資有価証券 1,590,790 1,634,616

その他 346,893 333,845

貸倒引当金 △43,920 △43,865

投資その他の資産合計 1,893,763 1,924,596

固定資産合計 16,249,435 16,439,320

資産合計 33,492,271 33,914,038
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,745,542 3,670,099

短期借入金 454,568 457,947

未払法人税等 184,704 661,181

賞与引当金 102,152 220,939

その他 849,149 768,464

流動負債合計 5,336,118 5,778,631

固定負債

長期借入金 54,389 55,500

退職給付引当金 528,872 521,722

役員退職慰労引当金 265,580 311,780

その他 226,072 256,524

固定負債合計 1,074,915 1,145,527

負債合計 6,411,033 6,924,159

純資産の部

株主資本

資本金 7,730,621 7,730,621

資本剰余金 7,918,729 7,918,729

利益剰余金 14,046,193 13,943,381

自己株式 △3,284,220 △3,246,294

株主資本合計 26,411,323 26,346,438

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 134,738 181,453

繰延ヘッジ損益 △21,100 △22,818

為替換算調整勘定 △91,856 △124,624

評価・換算差額等合計 21,781 34,010

少数株主持分 648,132 609,430

純資産合計 27,081,237 26,989,879

負債純資産合計 33,492,271 33,914,038
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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21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 8,729,980 8,179,855

売上原価 6,932,532 6,332,841

売上総利益 1,797,448 1,847,013

販売費及び一般管理費 ※1
 1,366,738

※1
 1,396,948

営業利益 430,710 450,064

営業外収益

受取利息 7,181 2,491

受取配当金 16,030 15,821

持分法による投資利益 3,059 6,763

為替差益 100,409 －

助成金収入 14,262 43,661

その他 27,327 20,507

営業外収益合計 168,271 89,245

営業外費用

支払利息 27,672 15,213

為替差損 － 61,182

その他 17,301 15,646

営業外費用合計 44,974 92,042

経常利益 554,007 447,268

特別利益

投資有価証券売却益 － 154

特別利益合計 － 154

特別損失

固定資産除売却損 920 9,530

投資有価証券評価損 1,638 61

その他 461 －

特別損失合計 3,021 9,591

税金等調整前四半期純利益 550,986 437,831

法人税等 187,970 127,369

少数株主損益調整前四半期純利益 － 310,461

少数株主利益 24,241 47,863

四半期純利益 338,774 262,597
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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21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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 550,986 437,831

減価償却費 263,400 239,545

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,471 6,040

賞与引当金の増減額（△は減少） △123,655 △118,786

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △46,200

受取利息及び受取配当金 △23,211 △18,313

支払利息 27,672 15,213

為替差損益（△は益） △106,537 22,012

持分法による投資損益（△は益） △3,059 △6,763

投資有価証券売却損益（△は益） － △154

投資有価証券評価損益（△は益） 1,638 61

売上債権の増減額（△は増加） △387,019 △193,781

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,601 △48,827

仕入債務の増減額（△は減少） 443,777 67,723

その他 62,939 △139,690

小計 658,800 215,910

利息及び配当金の受取額 26,287 19,450

利息の支払額 △32,580 △15,213

法人税等の支払額 △188,314 △600,365

営業活動によるキャッシュ・フロー 464,193 △380,217

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 △1,006,032 △6,000

定期預金の払戻による収入 25,100 61,000

有形固定資産の取得による支出 △84,585 △28,673

有形固定資産の売却による収入 － 2,202

投資有価証券の取得による支出 △4,267 △10,677

投資有価証券の売却による収入 － 840

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,069,785 18,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,982,140 3,900,000

短期借入金の返済による支出 △82,140 △3,913,962

長期借入金の返済による支出 △12,806 －

自己株式の取得による支出 △147,451 △37,926

配当金の支払額 △164,937 △159,785

少数株主への配当金の支払額 △26,815 △41,275

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,547,989 △252,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 29,695 △16,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,972,093 △630,597

現金及び現金同等物の期首残高 1,732,056 2,765,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,704,150

※1
 2,135,201
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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22年４月１日
至　平成22年６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

　　当第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。

　　これに伴う、経常利益及び税金等調整前四半期純利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

　　当第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。

　　これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響はありません。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第１四

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」の科目で表示しております。

　

【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１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日 
 至　平成22年６月30日）

 １．税金費用の計算 　当社は、当第１四半期連結会計期間を含む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】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６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 25,642,924千円

  減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 25,564,503千円

  減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

　

（四半期連結損益計算書関係）

第１四半期連結累計期間

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※１　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。

※１　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。

給料手当 375,758千円

賞与引当金繰入額 40,074千円

研究開発費 265,020千円

給料手当 380,534千円

賞与引当金繰入額 43,873千円

研究開発費 272,597千円

　

（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21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※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

※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

（平成21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在）

現金及び預金勘定 4,728,359千円

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金
△1,024,208千円

現金及び現金同等物 3,704,150千円
　

現金及び預金勘定 2,143,721千円

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金
△8,520千円

現金及び現金同等物 2,135,201千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年６月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

普通株式（千株） 23,513

　

２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

普通株式（千株） 3,596

　

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

　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22年５月10日

取締役会
普通株式 159,785 8平成22年３月31日平成22年６月９日利益剰余金
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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）

　当社グループの事業は、「食品関連事業」並びにこれらの付帯業務の単一事業となっております。従いまし

て、開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。

　

【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21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　
日本
（千円）

アジア
（千円）

アメリカ
（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 8,117,099166,156446,7248,729,980 － 8,729,980

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
105,192436,329 － 541,521(541,521) －

計 8,222,291602,486446,7249,271,502(541,521) 8,729,980

営業利益 399,586 6,114 8,679 414,38016,329430,710

（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　本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア …………… 韓国、中国、インド

　

【海外売上高】

前第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 米州 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 331,157 446,724 228,862 1,006,744

Ⅱ　連結売上高（千円） 　 　 　 8,729,980

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
3.8 5.1 2.6 11.5

（注）１　国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア：韓国、台湾、中国等

米　州：アメリカ、カナダ、ブラジル等

欧　州：ドイツ、スイス、イタリア等

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】

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ります。

当社は、本社に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び

海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ニュート

リション事業」、「インターフェイスソリューション事業」及び「アグリフード事業」の３つを報告セグメ

ントとしております。

「ニュートリション事業」は、カテキン、テアニン等の緑茶関連品、水溶性食物繊維等の機能性食品素材、

ビタミン、ミネラル、PUFA（多価不飽和脂肪酸）製剤等の製造並びに販売をしております。「インターフェイ

スソリューション事業」は、乳化剤、乳化安定剤、乳化製剤、乳化食品、増粘安定剤、化成品等の製造並びに販

売をしております。「アグリフード事業」は、鶏卵加工品、蛋白素材、加工食品用改質剤、即席食品用素材、乾

燥食品、フルーツ加工品、農産加工品等の食品素材の製造並びに販売をしております。

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１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）　

                                                                                　（単位：千円）

　

 

報告セグメント
その他
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

ニュートリショ
ン事業

インターフェ
イスソリュー
ション事業

アグリフード
事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 1,089,6343,034,2014,031,8388,155,67424,1818,179,855
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － －

計 1,089,6343,034,2014,031,8388,155,67424,1818,179,855

セグメント利益又は

損失(△)
53,307 429,890 △38,968444,2295,835450,064

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、料理飲食等の事業でありま

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一致しております。

　　　

（追加情報）

当第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。

EDINET提出書類

太陽化学株式会社(E00472)

四半期報告書

19/23



（金融商品関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

　現金及び預金、未払法人税等が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められます。 　

科目
四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 2,143,721 2,143,721 －

(2）未払法人税等 184,704 184,704 －

　
（注） 金融商品の時価の算定方法

(1）現金及び預金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　

（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22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

1,327.17円 1,321.41円

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 16.51円 １株当たり四半期純利益金額 13.17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。

　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21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

四半期純利益（千円） 338,774 262,597

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（千円） 338,774 262,597

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,524 19,941

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

平成22年５月10日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

(イ）配当金の総額………………………………………159,785千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………８円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成22年６月９日

　（注）　平成22年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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８月10日
　
太陽化学株式会社 　
　
　 取締役会　御中 　 　
　

　

　 有限責任監査法人トーマツ　
　

　

　
指定有限責任社員　 　 　 　 　

業務執行社員 　 　 公認会計士 　 服　　部　　則　　夫　　㊞ 　

　
　

　
指定有限責任社員　 　 　 　 　

業務執行社員 　  公認会計士 伊　　藤　　達　　治　　㊞ 　

　

　

　

　

　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」に掲げられている太

陽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、太陽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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　 独立監査人の四半期レビュー報告書　
　

　
　
　 平成22年８月10日
　
太陽化学株式会社 　
　
　 取締役会　御中 　 　
　

　

　 有限責任監査法人トーマツ　
　

　

　
指定有限責任社員　 　 　 　 　

業務執行社員 　 　 公認会計士 　 服　　部　　則　　夫　　㊞ 　

　
　

　
指定有限責任社員　 　 　 　 　

業務執行社員 　  公認会計士 伊　　藤　　達　　治　　㊞ 　

　

　

　

　

　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」に掲げられている太

陽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１四半期連結会計期

間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日か

ら平成22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、太陽化学株式会社及び連結子会社の

平成22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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