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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84期

当第２四半期
連結累計期間

第84期
当第２四半期
連結会計期間

第83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20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 56,114 28,939 115,551

経常利益 (百万円) 1,001 511 2,945

四半期(当期)純利益 (百万円) 530 204 1,195

純資産額 (百万円) － 31,994 32,255

総資産額 (百万円) － 69,016 68,522

１株当たり純資産額 (円) － 1,541.11 1,531.91

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 26.36 10.19 59.31

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － 59.16

自己資本比率 (％) － 44.4 45.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,185 － △1,173

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △116 － △990

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △447 － △1,628

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) － 7,091 6,449

従業員数 (人) － 997 965

(注) １ 当社は四半期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 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、平成13年改正旧商法第280条ノ20および第

  280条ノ21の規定によるストック・オプション(新株予約権)制度を導入しておりますが、第84期当第２四半

  期連結累計期間および当第２四半期連結会計期間においては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

　いため、記載しておりません。

　　 ３ 売上高には消費税等は含まれておりません。
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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、当社グループが営んで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) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人) 997〔247〕

(注)  従業員数は就業人員であり、従業員数欄の〔外書〕は、嘱託・契約社員・パートタイマーの当第２四半期連結会

計期間における平均雇用人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人) 725〔132〕

(注)  従業員数は就業人員であり、従業員数欄の〔外書〕は、嘱託・契約社員・パートタイマーの当第２四半期会計期

間における平均雇用人員であります。
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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事業の種類別セグメントごとの生産実績は、次のとおりでありま

す。
　

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

生産実績(ｔ)

ボンド事業部門 19,791

化成品商事部門 ―

その他の部門 270

合計 20,061

(注) 化成品商事部門はその品種が多種多様に亘り、その数量の表示が困難であるため記載しておりません。
　

　

(2) 受注実績

当社グループは主として見込生産によっておりますので、受注並びに受注残高について特記すべき事

項はありません。
　
　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの販売実績は、次のとおりでありま

す。
　

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

金額(百万円)

ボンド事業部門 11,651

化成品商事部門 15,814

その他の部門 1,473

合計 28,939

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【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。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の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) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間における日本経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融不安

や米国経済の減速懸念、原油をはじめとする原料価格高騰などの影響により企業収益の悪化がみられる

と同時に企業の設備投資や個人消費も減速傾向がみられ、国内景気は後退局面に転じました。当社グルー

プの関連業界では、建設業界は改正建築基準法の施行による混乱で大幅減となった昨年度よりは回復し

ているものの低い水準にとどまっており、工事関係も公共投資が依然低調に推移しております。また、自

動車業界はガソリン高や景気の後退により、後半の国内新車販売、輸出が前年割れの状態で推移しており

ます。 

　このような状況の中、事業の種類別のセグメントの実績は次のとおりとなりました。 

 

(ボンド事業部門) 

工業用接着剤は、生産工場用においては弾性接着剤が順調に伸びており、建築工事用においては建築

補修、土木補修・補強用が堅調に推移しました。内装施工用においては需要が低迷しているマンション

を中心に低い水準での停滞の影響を受けつつも、新設住宅着工戸数は昨年７月からの低迷期より回復

しており、堅調に推移しました。一般家庭用接着剤は、個人消費の低迷による影響を受けつつも販売努

力によりＳＵポリマー製品、補修材を中心に好調に推移しました。シーリング材はビル建設用シーリン

グ材、一般住宅用製品ともに好調に推移しました。サンライズ・エム・エス・アイ㈱は住宅用シーリン

グ材が好調に推移しました。以上の結果、売上高は116億51百万円となりましたが、更なる原材料価格の

上昇に価格転嫁が追いついていない状況にあり利益面で大きな影響を受け、営業利益は２億46百万円

となりました。
　

(化成品商事部門) 

化学工業向けはエタノールを含む工業薬品が、塗料業界向けは特殊塗料などが好調に推移しました。

電子・電機業界は現地生産化が進むなどで伸びが鈍化し厳しい局面を迎えておりますが、新市場の開

拓を進め、事業領域の拡大を図ることにより、利益を確保しました。自動車業界は北米の不振が９月よ

り影響を受け始め、厳しい環境になりつつあります。丸安産業㈱は、薄膜材料が好調に推移しました。以

上の結果、売上高は158億14百万円、営業利益は２億２百万円となりました。
　
(その他の部門)

ボンドエンジニアリング㈱は耐震補強工事が好調に推移し、ミクニペイント㈱が堅調に推移したこ

とにより、売上高14億73百万円、営業利益は84百万円となりました。　
　
この結果、当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高289億39百万円、営業利益５億26百万円、経

常利益５億11百万円、四半期純利益２億４百万円となりました。

 

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、70億91百万円と

なりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、９億80百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が

４億16百万円、減価償却費が３億円および賞与引当金の減少額が４億43百万円あったこと等によるも

のです。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、１億60百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支

出が２億円あったこと等によるものです。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、３億49百万円となりました。これは、自己株式の取得による支出が

２億90百万円あったこと等によるものです。

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

　

(3) 事業上およ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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更および新た

に生じた課題はありません。

　

　

(4) 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４億５百万円になりました。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、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計画中であったサンライズ・エム

・エス・アイ㈱岡山工場の製造設備につきましては、総額51百万円のうち40百万円が平成20年９月に完

了し、残額11百万円につきましては平成20年10月以降の完了を予定しております。その他に第１四半期連

結会計期間に計画中であった重要な設備の新設、除却等については、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、除却等の計画はありませ

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 80,400,000

計 80,400,000

　

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20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,348,72020,348,720
東京証券取引所
大阪証券取引所
（各市場第一部）

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　　　　

計 20,348,72020,348,720― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　当社は平成13年改正旧商法に基づき新株予約権を発行しております。
第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数（個） 5,740

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ――

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 574,000 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき999 (注)３

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日から平成21年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

 　　　　　　　　　発行価格   999  
　　　　　　　　　 資本組入額 500

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない

代用払込みに関する事項 ――

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ――

(注) １　当該新株予約権は、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21に基づき、当社および当社子会社の取締役、監査役お

よび従業員に対して新株予約権を付与することを、平成16年６月29日開催の第79回定時株主総会において特

別決議されたストック・オプション制度で、平成16年７月20日開催の取締役会において平成16年８月５日に

当該新株予約権を発行することを決議したものであります。
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２　当社が株式分割または株式併合を行う場合には、その時点で対象者が行使していない本新株予約権の目的たる

株式の数は、次の算式により株式の数を調整するものとします。ただし、調整により生ずる１株未満の端数に

ついては、これを切り捨てるものとします。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（ストック・オプションの権利行

使分を除く。）を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上

げるものとします。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たり時価

既発行株式数　＋　新規発行株式数

　　上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、および「１株当

たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとします。

また、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、払込価額は当該株式の分割または併合の比率に応

じ比例的に調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。さらに、当社

が合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時には、合併ま

たは会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。

４(1) 対象者は、新株予約権の行使時においても当社および当社子会社の取締役、監査役または従業員であること

を要します。ただし、対象者が下記に該当する場合には、新株予約権の行使期間中、引き続き新株予約権を行使

することができるものとします。　　

　　①　対象者が任期満了または定年退職により、その地位を喪失した場合

　  ②　取締役または監査役である対象者が辞任によりその地位を喪失後、引き続き当社または当社子会社の　　　　

　　        取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を取得した場合

　　③　従業員である対象者が転籍等の中途退職によりその地位を喪失後、引き続き当社または当社子会社の

        取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を取得した場合

  (2) 対象者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとします。

  (3) その他細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるもの

      とします。

　

(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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年７月１日～ 
平成20年９月30日

― 20,348 ― 4,601 ― 4,180

　

　

EDINET提出書類

コニシ株式会社(E02686)

四半期報告書

 9/27



(5) 【大株主の状況】

平成20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(％)

小　西　信一郎 大阪府吹田市 1,485 7.29

コニシ共栄会 (注)１
大阪市中央区道修町１－７－１
(北浜TNKビル)コニシ株式会社内

1,278 6.28

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社 (注)２

東京都中央区晴海１－８－11 1,272 6.25

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社 (注)２

東京都港区浜松町２－11－３ 829 4.07

コニシ株式会社 大阪市中央区道修町１－６－10 471 2.31

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 452 2.22

小　西　千代子 神戸市灘区 405 1.99

ノーザントラストカンパニー
エイブイエフシーサブアカウ
ントアメリカンクライアント
(常任代理人　香港上海銀行東
京支店)

50 Bank Street Canary Wharf　
London E14 5NT UK
(東京都中央区日本橋３－１１－１)

383 1.88

コニシ従業員持株会
大阪市中央区道修町１－７－１ 
(北浜TNKビル)コニシ株式会社内

371 1.82

井　上　道　子 横浜市都筑区 345 1.69

計 ― 7,295 35.85

(注) １　コニシ共栄会は、当社の取引先で組織する持株会であります。

　　 ２　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のう

ち、信託業務に係る株式数はそれぞれ 1,272千株および829千株であります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20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　471,100

―
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

完全議決権株式(その他) (注)１
普通株式
　　　19,861,800

198,618 同上

単元未満株式 (注)２ 普通株式  15,820 ― 同上

発行済株式総数 20,348,720 ― ―

総株主の議決権 ― 198,618 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 300株(議決権3個)含 

まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式3株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成20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) 
コニシ株式会社

大阪市中央区道修町 
１―７―１

471,100 ― 471,100 2.31

計 ― 471,100 ― 471,100 2.31

　

　

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20年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 1,000 1,100 1,048 1,020 1,015 1,000

最低(円) 910 881 925 937 896 866

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一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において、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、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)および当第２四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、「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20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第１項第５

号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

 

　

　

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、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)および当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,550 6,810

受取手形及び売掛金 35,119 35,896

有価証券 499 600

商品及び製品 4,427 4,215

仕掛品 172 136

原材料及び貯蔵品 645 582

未成工事支出金 1,247 367

その他 1,072 939

貸倒引当金 △99 △111

流動資産合計 50,634 49,437

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,334 4,437

機械装置及び運搬具（純額） 1,974 2,043

土地 5,151 5,151

その他（純額） 462 423

有形固定資産合計 ※１
 11,923

※１
 12,056

無形固定資産

のれん － 52

その他 206 193

無形固定資産合計 206 246

投資その他の資産

投資有価証券 3,014 3,682

その他 3,444 3,291

貸倒引当金 △206 △193

投資その他の資産合計 6,251 6,780

固定資産合計 18,382 19,084

資産合計 69,016 68,522
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,527 25,583

短期借入金 1,736 1,622

1年内償還予定の社債 1,000 －

1年内返済予定の長期借入金 82 98

未払法人税等 456 467

賞与引当金 876 831

役員賞与引当金 19 43

その他 2,306 1,520

流動負債合計 32,005 30,169

固定負債

社債 － 1,000

長期借入金 130 164

退職給付引当金 1,854 1,865

役員退職慰労引当金 507 565

負ののれん 2 －

その他 2,521 2,502

固定負債合計 5,017 6,097

負債合計 37,022 36,266

純資産の部

株主資本

資本金 4,601 4,601

資本剰余金 4,180 4,180

利益剰余金 22,300 21,971

自己株式 △477 △186

株主資本合計 30,604 30,566

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △59 257

為替換算調整勘定 88 91

評価・換算差額等合計 29 348

少数株主持分 1,360 1,340

純資産合計 31,994 32,255

負債純資産合計 69,016 68,522
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 56,114

売上原価 48,862

売上総利益 7,252

販売費及び一般管理費 ※１
 6,273

営業利益 979

営業外収益

受取利息 12

受取配当金 50

為替差益 20

その他 62

営業外収益合計 146

営業外費用

支払利息 28

売上割引 76

その他 17

営業外費用合計 123

経常利益 1,001

特別利益

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 19

投資有価証券売却益 126

特別利益合計 146

特別損失

固定資産処分損 11

投資有価証券評価損 91

会員権評価損 2

役員退職慰労金 10

特別損失合計 116

税金等調整前四半期純利益 1,031

法人税、住民税及び事業税 442

法人税等調整額 30

法人税等合計 472

少数株主利益 28

四半期純利益 530
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 28,939

売上原価 25,204

売上総利益 3,734

販売費及び一般管理費 ※１
 3,207

営業利益 526

営業外収益

受取利息 8

受取配当金 8

為替差益 △9

その他 36

営業外収益合計 45

営業外費用

支払利息 14

売上割引 38

その他 7

営業外費用合計 60

経常利益 511

特別利益

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 0

投資有価証券売却益 8

特別利益合計 8

特別損失

固定資産処分損 8

投資有価証券評価損 91

会員権評価損 2

役員退職慰労金 －

特別損失合計 103

税金等調整前四半期純利益 416

法人税、住民税及び事業税 401

法人税等調整額 △191

法人税等合計 210

少数株主利益 1

四半期純利益 204
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20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 1,031

減価償却費 585

のれん償却額 55

投資有価証券評価損益（△は益） 91

投資有価証券売却損益（△は益） △126

会員権評価損 2

有形固定資産処分損益（△は益） 7

有形固定資産売却損益（△は益） △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 44

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △58

受取利息及び受取配当金 △62

支払利息 28

売上債権の増減額（△は増加） 772

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,561

仕入債務の増減額（△は減少） △48

その他 904

小計 1,635

利息及び配当金の受取額 60

利息の支払額 △33

法人税等の支払額 △476

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △498

有価証券の売却による収入 500

有形固定資産の取得による支出 △311

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △22

投資有価証券の売却による収入 213

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △116
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20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） 114

長期借入金の返済による支出 △49

リース債務の返済による支出 △0

配当金の支払額 △201

少数株主への配当金の支払額 △18

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △291

財務活動によるキャッシュ・フロー △447

現金及び現金同等物に係る換算差額 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 641

現金及び現金同等物の期首残高 6,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 7,091
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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20年４月１日  至　平成20年９月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による低価法により評価しておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年

７月５日　企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　　　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞれ28百

万円減少しております。

　　　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 

(2) 「連結財務諸表作成における在外子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、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。

　　　これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。

 

(3) リース取引に関する会計基準の適用

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第

一部会)、平成19年３月30日改正)）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年３月30日改正)）が平成20年

４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　　　これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。

　

【追加情報】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日  至　平成20年９月30日)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　　　法人税法の改正を契機として資産の利用状況の見直しを行い、機械装置の耐用年数を９～11年から８～10年に変

更しております。

この変更に伴い従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の減価償却費は18百万円増加し、

営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ同額減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

EDINET提出書類

コニシ株式会社(E02686)

四半期報告書

19/27



【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20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

21,598百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

21,203百万円
 
　２　手形割引高および裏書譲渡高

受取手形割引高 328百万円

受取手形裏書譲渡高 11百万円

輸出手形割引高 123百万円

 
　２　手形割引高および裏書譲渡高

受取手形割引高 340百万円

受取手形裏書譲渡高 2百万円

輸出手形割引高 60百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　　　第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの　

荷造運送費 1,086百万円

従業員給与及び賞与 1,525　　　　

賞与引当金繰入額 531　

退職給付費用 206

　

　　　第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの　

荷造運送費 562百万円

従業員給与及び賞与 754　　　　

賞与引当金繰入額 269　

退職給付費用 105

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９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

　（平成20年９月30日現在）

現金及び預金 7,550百万円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金
△458

現金及び現金同等物 7,091百万円
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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20年９月30日)および当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４

月１日　至　平成20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
連結会計期間末

普通株式(株) 20,348,720

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 471,103

　

　

３　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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 201 10平成20年３月31日 平成20年６月30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

　連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年11月７日
取締役会

普通株式 利益剰余金 198 10平成20年９月30日 平成20年12月10日

　

　

４　株主資本の金額の著しい変動

平成20年９月５日(約定日)に、自己株式を市場買付けにより取得いたしました。この結果、当第２四

半期連結会計期間において自己株式が２億91万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己

株式が４億77百万円となっております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
ボンド事業
部門
(百万円)

　化成品商事
部門
(百万円)

その他の
部門
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

11,651 15,814 1,473 28,939 ― 28,939

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

123 73 8 205 (205) ―

計 11,774 15,887 1,481 29,144 (205) 28,939

　　　　 営業利益 246 202 84 533 (6) 526

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　
ボンド事業
部門
(百万円)

　化成品商事
部門
(百万円)

その他の
部門
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

22,045 31,827 2,241 56,114 ― 56,114

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

206 158 15 380 (380) ―

計 22,251 31,986 2,257 56,495 (380) 56,114

　　　　 営業利益 442 451 89 983 (4) 979

(注) １  事業区分の方法 

　　商品・製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、事業区分を行っております。

２　各事業区分の主要な製品および商品

　①　ボンド事業部門……工業用接着剤・一般家庭用接着剤・シーリング材・ワックス・清掃用機器 

　②　化成品商事部門……工業薬品・合成樹脂・樹脂成型品・電子部品材料・真空蒸着材料 

　③　その他の部門………塗料・工事請負・化学品データベース・不動産賃貸 

３　会計処理基準に関する事項

　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による低価法により評価しておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年

７月５日　企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における営業費用は「ボンド事

業部門」が28百万円、「化成品商事部門」が０百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 な

お、「その他の部門」に与える影響額はありません。

４　追加情報

　有形固定資産の耐用年数の変更

　　法人税法の改正を契機として資産の利用状況の見直しを行い、機械装置の耐用年数を９～11年から８～10年に

変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における営業費用は「ボンド事

業部門」が18百万円、「化成品商事部門」が０百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。な

お、「その他の部門」に与える影響額はありません。
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)および当第２四半期連結累計

期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

　

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)および当第２四半期連結累計

期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

当社グループは海外売上高が連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。
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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20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

　　１株当たり純資産額 1,541円11銭　　１株当たり純資産額 1,531円91銭

(注) １株当たり純資産額の算定基礎は、以下のとおりであります。

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 31,994 32,255

普通株式に係る純資産額(百万円) 30,633 30,915

差額の主な内容(百万円)

　少数株主持分 1,360 1,340

普通株式の発行済株式数(千株) 20,348 20,348

普通株式の自己株式数(千株) 471 167

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)
19,877 20,180

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益額 26円36銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

―

１株当たり四半期純利益額 10円19銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

―

　
(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、希薄化効果を有している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等の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の
四半期純利益(百万円)

530 204

普通株主に帰属しない金額
(百万円)　

― ―

普通株式に係る四半期純利益
(百万円)

530 204

普通株式の期中平均株式数
(千株)

20,137 20,104

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり四半期純
利益金額の算定に含まれなかっ
た潜在株式について前連結会計
年度末から重要な変動がある場
合の概要

― ―

　
　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

第84期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)中間配当については、平成20年11月７日開催の

取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株

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　中間配当金の総額 198百万円

②　１株当たり中間配当金 10円00銭

③　支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成20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13日

コニシ株式会社

取締役会　御中

　

　

監査法人　トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　片　 岡　 茂　 彦 　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　山　 田 　美 　樹 　　㊞

　

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」に掲げられているコニ

シ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（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、コニシ株式会社及び連結子会社の平成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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