
 

 

（財）財務会計基準機構会員

平成 19 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（連結）   平成 19 年１月 31 日 

上場会社名 日華化学株式会社 （コード番号：４４６３ 名証第２部） 

（ＵＲＬ http://www.nicca.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 江守 康昌  

       責任者役職・氏名 取締役常務執行役員経営管理本部長 上野 嘉蔵 TEL：（0776） 24－0213（代表）

 
１．四半期業績の概況の作成等に係る事項 

①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有 

（内容） 

影響額が僅少なものにつき、一部簡便な手続きを用いております。 

② 近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 ：無 

③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：無 

 

２．平成 19 年３月期第３四半期の業績概況（平成 18 年４月１日 ～ 平成 18 年 12 月 31 日） 

(1) 経営成績（連結）の進捗状況                             （百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期(当期)       
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年３月期第３四半期 24,447 6.1 1,310 23.0 1,227 12.0 607 0.5

18 年３月期第３四半期 23,034 3.8 1,065 △11.3 1,095 △5.7 604 95.6

(参考)18 年３月期 31,129 1,120 1,251  704

 

 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円    銭 円    銭

19 年３月期第３四半期 34 49 －

18 年３月期第３四半期 34 30 －

(参考)18 年３月期 39 18 －

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

 

(2) 財政状態（連結）の変動状況 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年３月期第３四半期 33,469 13,067 33.0 741 76

18 年３月期第３四半期 31,480 10,275 32.6 583 10

(参考)18 年３月期 32,428 10,618 32.7 602 58

 

【連結キャッシュ・フローの状況】 

 
営 業 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 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期第３四半期 172 △463 59 2,650

18 年３月期第３四半期 74 △193 50 2,255

(参考)18 年３月期 1,212 △435 △308 2,886

 
【参考】平成 19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日 ～ 平成 19 年３月 31 日） 

 売 上 高        経 常 利 益        当期純利益 １株当たり当期純利益

 百万円 百万円 百万円 円  銭

通       期 32,600 1,600 600 34 06

（注１） 平成 18 年 11 月９日に公表しました業績予想と変更はありません。 

（注２） 業績の予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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日華化学株式会社 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期連結会計期間（平成 18 年４月１日～平成 18 年 12 月 31 日）の連結業績は、日本経済が好調な企業

収益を背景にした民間設備投資の増加に加え、個人消費も緩やかながら増加するなど上昇基調を維持する中で、

アジア地区へ積極的に事業展開し、また、高付加価値製品の開発・販売に注力した結果、売上高は 244 億４千７

百万円（前第３四半期連結会計期間比 6.1%増）となりました。利益につきましては、原油価格の上昇による原材

料費の高騰はあったものの、生産効率の向上や経費の見直し等のコスト削減に努め、営業利益で 13 億１千万円（同

23.0%増）、経常利益で 12 億２千７百万円（同 12.0%増）、四半期純利益で６億７百万円（同 0.5%増）となりまし

た。 

 

工業用薬剤関連事業におきましては、売上高 205 億８千８百万円（同 8.4%増）となりました。 

国内加工業界が依然として厳しい中で、車両・インテリア等産業資材関係に注力するとともに、重点顧客への

対応を強化し、海外では、中国圏を中心としたアジア地区の販売が好調に推移しました。また、情報記録紙用薬

剤は、同分野における世界 No.1 を目指し順調に推移したほか、金属、紙パルプ分野でも売上高は増加しました。

なお、新規事業につきましては、継続して販売拡大を目指していきます。 

 

化粧品関連事業におきましては、売上高 31 億７千９百万円（同 3.2%減）となりました。 

市場の低迷が続く中、ヘアケア用新製品の投入やエリア別戦略の再構築、有力代理店等との連携強化に努める

など、積極的に事業を展開しましたが、売上高は減少しました。 

 

その他事業におきましては、売上高６億７千９百万円（同 10.5%減）となりました。 

 

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報］ 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 334 億６千９百万円となり、前連結会計年度末に比べて 10 億４千１百

万円の増加となりました。主な資産の変動は、受取手形及び売掛金の増加 11 億１千３百万円、短期繰延税金資産

の減少１億８千７百万円であります。また、主な負債、純資産の変動は、長期借入金の増加 22 億５百万円、短期

借入金の減少 17 億３千５百万円、未払金の減少３億３千９百万円であります。この結果、自己資本比率は前連結

会計年度末の 32.7%から 33.0%となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動の結果得られた資金は、１億７千２百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が 12

億５千万円計上され、減価償却費を６億６千万円計上したものの、売上債権の増加による減少 10億２千４百万円、

仕入債務の減少による減少３億３千９百万円および法人税等の支払額２億９百万円等によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得等により４億６千３百万円となりました。 

財務活動の結果調達した資金は、借入金の増加額４億５百万円および配当金の支払３億５千４百万円等を反映し、

５千９百万円となりました。 

この結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて２億３千６

百万円減少し、26 億５千万円となりました。 
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日華化学株式会社 

連結財務諸表 
 
(1) 四半期連結貸借対照表 

 

 
前第３四半期 

連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

前連結会計年度
増減 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  2,610,867 3,198,799  3,246,602 

２．受取手形及び売掛金  8,446,183 9,046,366  7,932,577 

３．有価証券  188,717 102,951  139,551 

４．たな卸資産  4,693,340 5,263,821  5,258,810 

５．繰延税金資産  240,413 83,963  271,664 

６．その他  379,122 536,905  388,996 

貸倒引当金  －67,669 －52,424  －42,741 

流動資産合計  16,490,975 18,180,382  17,195,460 984,921

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 5,255,674 5,155,627 5,278,260  

(2）機械装置及び運搬具 1,376,310 1,538,689 1,429,158  

(3）土地 5,094,535 5,194,240 5,169,442  

(4）その他 445,913 12,172,434 623,699 12,512,256 473,359 12,350,220 162,036

２．無形固定資産  235,814 315,197  306,483 8,714

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 1,334,164 1,166,860 1,403,425  

(2）繰延税金資産 864,452 903,016 796,351  

(3）その他 458,433 405,083 389,075  

貸倒引当金 －75,734 2,581,315 －13,038 2,461,922 －12,889 2,575,963 －114,040

固定資産合計  14,989,564 15,289,376  15,232,666 56,710

資産合計  31,480,539 33,469,759  32,428,127 1,041,631

    

-  - 2



 

日華化学株式会社 

 

 
前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

前連結会計年度
増減 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  3,371,652 3,674,347  3,778,441 

２．短期借入金  9,283,880 5,649,916  7,385,829 

３．未払金  419,100 506,218  845,292 

４．賞与引当金  305,332 314,111  492,796 

５．その他  946,553 1,302,895  768,156 

流動負債合計  14,326,518 11,447,488  13,270,515 －1,823,026

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  1,792,551 5,671,443  3,465,803 

２．繰延税金負債  7,043 48,485  68,101 

３．退職給付引当金  2,554,678 2,569,050  2,517,969 

４．役員退職慰労引当金  198,190 177,100  200,950 

５．その他  486,843 488,479  491,869 

固定負債合計  5,039,307 8,954,557  6,744,693 2,209,863

負債合計  19,365,826 20,402,046  20,015,209 386,837

（少数株主持分）    

少数株主持分  1,839,201 －  1,794,862 －

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  2,898,545 －  2,898,545 －

Ⅱ 資本剰余金  3,039,982 －  3,039,982 －

Ⅲ 利益剰余金  4,885,372 －  4,971,463 －

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 413,516 －  403,281 －

Ⅴ 為替換算調整勘定  －927,464 －  －660,049 －

Ⅵ 自己株式  －34,439 －  －35,167 －

資本合計  10,275,512 －  10,618,055 －

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 31,480,539 －  32,428,127 －
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日華化学株式会社 

 

 
前第３四半期 

連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

前連結会計年度
増減 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － 2,898,545  － －

２．資本剰余金  － 3,039,982  － －

３．利益剰余金  － 5,398,774  － －

４．自己株式  － －37,261  － －

  株主資本合計  － 11,300,040  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 － 286,939  － －

２．為替換算調整勘定  － －544,505  － －

   評価・換算差額等合計  － －257,565  － －

Ⅲ 少数株主持分  － 2,025,238  － －

純資産合計  － 13,067,712  － －

負債純資産合計  － 33,469,759  － －
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日華化学株式会社 

 (2) 四半期連結損益計算書 

 

 
前第３四半期連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日）

増減 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 売上高  23,034,782 24,447,618 1,412,836  31,129,875

Ⅱ 売上原価  15,597,469 16,561,583 964,113  21,328,825

売上総利益  7,437,313 7,886,035 448,722  9,801,050

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,372,135 6,575,608 203,472  8,680,737

営業利益  1,065,177 1,310,427 245,250  1,120,312

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 11,017 25,543  18,426 

２．受取配当金 14,382 27,101  14,643 

３．為替差益 80,800 －  150,901 

４．持分法による投資利益 15,784 10,012  23,034 

５．雑収入 93,267 215,252 93,239 155,897 －59,354 186,981 393,987

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 122,555 162,554  182,554 

２．為替差損 － 24,813  － 

３．売上割引 41,717 41,422  54,493 

４．雑損失 20,500 184,773 10,006 238,796 54,023 25,867 262,915

経常利益  1,095,655 1,227,528 131,872  1,251,384

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 12,495 5,617  13,335 

２．投資有価証券売却益 5,987 －  5,987 

３．貸倒引当金戻入益 5,123 －  4,164 

４．退職給付引当金取崩益 － －  31,279 

５．関係会社清算益 － 23,607 28,483 34,100 10,493 － 54,766

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 9,859 11,206  10,974 

２．固定資産売却損 － 392  28 

３．投資有価証券評価損 337 －  337 

４．貸倒引当金繰入額 2,139 －  － 

５．ゴルフ会員権評価損 － 12,336 － 11,598 －737 17,987 29,327

税金等調整前四半期（当
期）純利益 

 1,106,927 1,250,030 143,103  1,276,823

法人税等 327,868 －  － 

法人税、住民税及び事業税 － 251,068  372,358 

法人税等調整額 － 327,868 140,412 391,481 63,612 40,808 413,166

少数株主利益  174,643 250,879 76,236  159,264

四半期（当期）純利益  604,414 607,669 3,254  704,392
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 
 
 

 
前第３四半期連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー  

税金等調整前四半期（当期）
純利益 

1,106,927 1,250,030 1,276,823 

減価償却費 693,848 660,995 946,092 

連結調整勘定償却額 4,225 － 5,634 

のれん償却費 － 4,523 － 

投資有価証券評価損 337 － 337 

ゴルフ会員権評価損 － － 17,987 

退職給付引当金の増減額 90,949 43,030 38,017 

役員退職慰労引当金の 
増減額 

3,400 －23,850 6,160 

賞与引当金の増減額 －181,857 －177,983 －557 

貸倒引当金の増減額 14,794 9,358 －75,733 

受取利息及び受取配当金 －25,399 －52,645 －33,069 

支払利息 122,555 162,554 182,554 

為替差損益 17,045 －1,176 2,360 

持分法による投資利益 －15,784 －10,012 －23,034 

固定資産処分損 9,859 11,598 11,002 

固定資産売却益 －12,495 －5,617 －13,335 

投資有価証券売却益 －5,987 － －5,987 

関係会社清算益 － －28,483 － 

売上債権の増減額 －1,105,644 －1,024,445 －421,448 

たな卸資産の増減額 －75,708 82,521 －525,655 

仕入債務の増減額 －179,840 －339,285 395,436 

未払消費税等の増減額 37,607 56,705 －13,924 

役員賞与の支払額 －25,386 －17,857 －26,327 

少数株主に負担させた役員
賞与の支払額 

－9,837 －11,417 －10,438 

その他 82,076 －108,339 63,304 

小計 545,684 480,202 1,796,201 

利息及び配当金の受取額 68,276 75,893 78,930 

利息の支払額 －125,140 －173,994 －185,666 

法人税等の支払額 －413,879 －209,550 －476,590 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

74,940 172,550 1,212,875 
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日華化学株式会社 

 
前第３四半期連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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 －73,816 －301,571 － 

定期預金の払出による収入 141,155 109,267 91,117 

有価証券の取得による支出 －55,200 － －57,594 

有価証券の売却による収入 55,200 41,381 115,188 

有形固定資産の取得による
支出 

－339,112 －546,597 －509,938 

有形固定資産の売却による
収入 

33,161 178,566 40,805 

投資有価証券の取得による
支出 

－41,618 －8,503 －144,177 

投資有価証券の売却による
収入 

6,898 61,200 6,898 

貸付による支出 －180,000 － －180,000 

貸付金の回収による収入 292,635 1,569 294,354 

その他 －33,029 995 －92,176 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

－193,725 －463,691 －435,521 

Ⅲ 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 28,267,685 22,144,631 38,138,181 

短期借入金の返済による 
支出 

－27,003,068 －22,463,262 －38,523,480 

長期借入れによる収入 500,000 3,091,676 2,950,000 

長期借入金の返済による 
支出 

－1,395,633 －2,367,851 －2,530,027 

少数株主からの払込による
収入 

－ 10,001 － 

配当金の支払額 －211,449 －176,747 －211,384 

少数株主への配当金の支払
額 

－105,541 －177,334 －128,849 

自己株式の取得による支出 －1,976 －2,094 －2,704 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

50,015 59,017 －308,264 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

98,795 －3,881 192,388 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 30,026 －236,004 661,477 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

2,225,374 2,886,852 2,225,374 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高 

2,255,401 2,650,847 2,886,852 
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日華化学株式会社 

セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 
工業用薬剤 
関連事業 
（千円） 

化粧品 
関連事業 
（千円） 

その他事業
（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 18,991,184 3,284,886 758,710 23,034,782 － 23,034,782

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

6,437 1,987 － 8,424 (8,424) －

計 18,997,622 3,286,873 758,710 23,043,207 (8,424) 23,034,782

営業費用 17,555,460 2,719,201 739,034 21,013,696 955,908 21,969,605

営業利益 1,442,161 567,672 19,676 2,029,510 (964,333) 1,065,177

（注）１．事業区分は、製品の用途別（工業用、一般消費用）に区分しております。 

２．各事業の主な製品 

(1)工業用薬剤関連事業……繊維加工用界面活性剤等、紙パルプ工業用界面活性剤等、金属工業用界面活性剤等、

その他工業用界面活性剤等、業務用洗剤等、その他 

(2)化粧品関連事業……シャンプー、リンス、ヘアカラー、パーマ剤、その他化粧品 

(3)その他事業……殺菌剤、消毒剤等、植物バイオ 

３．当第３四半期連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額

は 975,372 千円であり、その主なものは当社管理部門に係る費用であります。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 
工業用薬剤 
関連事業 
（千円） 

化粧品 
関連事業 
（千円） 

その他事業
（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 20,588,642 3,179,965 679,010 24,447,618 － 24,447,618

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

6,170 － － 6,170 (6,170) －

計 20,594,813 3,179,965 679,010 24,453,789 (6,170) 24,447,618

営業費用 18,684,079 2,797,829 746,605 22,228,515 908,676 23,137,191

営業利益又は営業損失（－） 1,910,733 382,135      －67,594 2,225,274 (914,846) 1,310,427

（注）１．事業区分は、製品の用途別（工業用、一般消費用）に区分しております。 

２．各事業の主な製品 

(1)工業用薬剤関連事業……繊維加工用界面活性剤等、紙パルプ工業用界面活性剤等、金属工業用界面活性剤等、

その他工業用界面活性剤等、業務用洗剤等、その他 

(2)化粧品関連事業……シャンプー、リンス、ヘアカラー、パーマ剤、その他化粧品 

(3)その他事業……殺菌剤、消毒剤等、植物バイオ 

３．当第３四半期連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額

は 924,547 千円であり、その主なものは当社管理部門に係る費用であります。 
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日華化学株式会社 

前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 
工業用薬剤
関連事業 
（千円） 

化粧品 
関連事業 
（千円） 

その他事業
（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 26,078,600 4,138,184 913,090 31,129,875 － 31,129,875

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

7,804 6,332 － 14,136 (14,136) －

計 26,086,405 4,144,516 913,090 31,144,012 (14,136) 31,129,875

営業費用 24,157,343 3,577,695 990,179 28,725,218 1,284,344 30,009,563

営業利益又は営業損失（－） 1,929,062 566,820 －77,088 2,418,793 (1,298,481) 1,120,312

（注）１．事業区分は、製品の用途別（工業用、一般消費用）に区分しております。 

２．各事業の主な製品 

(1)工業用薬剤関連事業……繊維加工用界面活性剤等、紙パルプ工業用界面活性剤等、金属工業用界面活性剤

等、その他工業用界面活性剤等、業務用洗剤等、その他 

(2)化粧品関連事業……シャンプー、リンス、ヘアカラー、パーマ剤、その他化粧品 

(3)その他事業……殺菌剤、消毒剤等、植物バイオ 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,313,398

千円であり、その主なものは当社管理部門に係る費用であります。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

北米 
（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 14,579,842 7,089,826 1,365,114 23,034,782 － 23,034,782

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

2,248,868 281,272 160,160 2,690,302 (2,690,302) －

計 16,828,710 7,371,099 1,525,274 25,725,084 (2,690,302) 23,034,782

営業費用 15,371,800 6,777,449 1,544,214 23,693,464 (1,723,858) 21,969,605

営業利益または営業損失(－) 1,456,910 593,649 －18,939 2,031,620 (966,443) 1,065,177

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)東南アジア…インドネシア、香港、台湾、タイ、韓国、中国、ベトナム 

(2)北米…………米国 

３．当第３四半期連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 

975,372 千円であり、その主なものは当社管理部門に係る費用であります。 
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日華化学株式会社 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

北米 
（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 15,090,369 8,085,375 1,271,873 24,447,618 － 24,447,618

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

2,280,522 336,852 121,051 2,738,425 (2,738,425) －

計 17,370,892 8,422,227 1,392,925 27,186,044 (2,738,425) 24,447,618

営業費用 16,157,839 7,492,424 1,341,057 24,991,321 (1,854,129) 23,137,191

営業利益 1,213,052 929,803 51,867 2,194,723 (884,295) 1,310,427

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)東南アジア…インドネシア、香港、台湾、タイ、韓国、中国、ベトナム 

(2)北米…………米国 

３．当第３四半期連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額

は 924,547 千円であり、その主なものは当社管理部門に係る費用であります。  

 

前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 日本 
（千円） 

東南アジア
（千円） 

北米 
（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 19,157,641 10,037,242 1,934,991 31,129,875 － 31,129,875

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

3,065,806 418,384 213,548 3,697,739 (3,697,739) －

計 22,223,448 10,455,626 2,148,540 34,827,615 (3,697,739) 31,129,875

営業費用 20,578,736 9,629,914 2,174,214 32,382,865 (2,373,302) 30,009,563

営業利益または営業損失(－) 1,644,712 825,712 －25,674 2,444,750 (1,324,437) 1,120,312

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)東南アジア…インドネシア、香港、台湾、タイ、韓国、中国、ベトナム 

(2)北米…………米国 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,313,398

千円であり、その主なものは当社管理部門に係る費用であります。 
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日華化学株式会社 

ｃ．海外売上高 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 東南アジア 北米 中南米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 7,725,342 1,365,453 55,834 303,207 9,449,836 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 23,034,782 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

33.5 5.9 0.3 1.3 41.0 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 東南アジア 北米 中南米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 8,733,380 1,271,873 39,222 642,195 10,686,672 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 24,447,618 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

35.7 5.2 0.2 2.6 43.7 

 

前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 東南アジア 北米 中南米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 10,919,999 1,925,212 71,750 587,055 13,504,017 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 31,129,875 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

35.1 6.2 0.2 1.9 43.4 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア…インドネシア、香港、台湾、タイ、韓国、中国、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フ

ィリピン 

(2）北米…………米国 

(3）中南米………ブラジル 

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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日華化学株式会社 

生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

 当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

前年同期比（％） 

工業用薬剤関連事業（千円） 17,597,775 118.2 

化粧品関連事業（千円） 2,511,080 97.2 

その他事業（千円） 543,773 87.6 

合計（千円） 20,652,628 114.2 

（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 製商品仕入実績 

 当第３四半期連結会計期間の製商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

前年同期比（％） 

工業用薬剤関連事業（千円） 4,163,365 111.1 

化粧品関連事業（千円） 116,697 120.6 

その他事業（千円） 30,468 57.6 

合計（千円） 4,310,531 110.7 

 （注）１．金額はセグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 受注実績 

 当連結会社は、販売計画、生産状況を基礎として生産計画を立案し、これによって生産をしているので受注生

産は行っておりません。 

 

(4)販売実績 

 当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

前年同期比（％） 

工業用薬剤関連事業（千円） 20,588,642 108.4 

化粧品関連事業（千円） 3,179,965 96.8 

その他事業（千円） 679,010 89.5 

合計（千円） 24,447,618 106.1 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３． 近２第３四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

長瀬産業(株) 2,736,517 11.9 2,811,120 11.5 

江守商事(株) 2,511,054 10.9 2,455,491 10.0 
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日華化学株式会社 

個別財務諸表 
 
(1) 四半期貸借対照表 

 

 
前第３四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

前事業年度末
増減 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  691,727 367,443  774,508 

２．受取手形  1,529,306 1,316,279  1,098,199 

３．売掛金  5,024,442 5,614,290  4,894,470 

４．たな卸資産  2,567,839 2,862,008  2,898,939 

５．繰延税金資産  185,099 78,635  202,484 

６．その他  549,164 670,932  753,236 

貸倒引当金  －1,100 －500  －1,100 

流動資産合計  10,546,479 10,909,089  10,620,738 288,351

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物 3,271,317 3,130,432 3,226,427  

(2)機械及び装置 991,826 974,633 931,630  

(3)土地 3,769,712 3,769,712 3,769,712  

(4)その他 471,178 8,504,035 509,626 8,384,404 487,006 8,414,776 －30,372

２．無形固定資産  121,860 186,748  190,527 －3,778

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券 1,148,797 986,862 1,235,007  

(2)関係会社株式 3,919,725 3,708,610 3,991,458  

(3)繰延税金資産 848,803 903,016 796,351  

(4)その他 1,297,902 1,172,194 1,229,485  

貸倒引当金 －75,681 7,139,546 －6,289 6,764,394 －6,572 7,245,731 －481,336

固定資産合計  15,765,442 15,335,547  15,851,034 －515,487

資産合計  26,311,922 26,244,637  26,471,773 －227,136
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日華化学株式会社 

 

 
前第３四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

前事業年度末
増減 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  1,429,778 1,452,496  1,409,542 

２．買掛金  1,587,347 1,687,139  1,787,106 

３．短期借入金  4,658,420 2,514,660  2,854,820 

４．１年以内返済予定の長
期借入金 

 3,025,800 1,279,800  2,744,800 

５．未払金  331,884 404,653  642,500 

６．未払法人税等  65,004 78,420  57,546 

７．賞与引当金  176,000 172,500  345,000 

８．その他  397,392 508,021  213,991 

流動負債合計  11,671,627 8,097,691  10,055,306 －1,957,615

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  1,638,000 5,460,200  3,310,800 

２．退職給付引当金  2,240,967 2,245,482  2,212,636 

３．役員退職慰労引当金  198,190 177,100  200,950 

４．その他  486,843 488,479  491,869 

固定負債合計  4,564,001 8,371,261  6,216,255 2,155,005

負債合計  16,235,628 16,468,952  16,271,562 197,389

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  2,898,545 －  2,898,545 －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金 3,039,735 － 3,039,735  

２．その他資本剰余金 247 － 247  

資本剰余金合計  3,039,982 －  3,039,982 －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金 727,136 － 727,136  

２．任意積立金 2,370,170 － 2,370,170  

３．四半期（当期）未処分
利益 

663,902 － 798,146  

利益剰余金合計  3,761,209 －  3,895,452 －

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 410,996 －  401,397 －

Ⅴ 自己株式  －34,439 －  －35,167 －

資本合計  10,076,293 －  10,200,210 －

負債資本合計  26,311,922 －  26,471,773 －
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日華化学株式会社 

 
前第３四半期 

連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

前事業年度末
増減 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － 2,898,545  － －

２．資本剰余金    

(1)資本準備金 － 3,039,735 －  

(2)その他資本剰余金 － 247 －  

  資本剰余金合計  － 3,039,982  － －

３．利益剰余金    

  (1)利益準備金 － 727,136 －  

  (2)その他利益剰余金    

   固定資産圧縮積立金 － 29,932 －  

   研究積立金 － 2,260,500 －  

   別途積立金 － 76,639 －  

   繰越利益剰余金 － 494,983 －  

  利益剰余金合計  － 3,589,192  － －

 ４．自己株式  － －37,261  － －

  株主資本合計  － 9,490,458  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 － 285,226  － －

  評価・換算差額等合計  － 285,226  － －

純資産合計  － 9,775,684  － －

負債純資産合計  － 26,244,637  － －
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日華化学株式会社 

(2) 四半期損益計算書 

 

 
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日）

増減 
前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 売上高  16,100,205 16,761,034 660,829  21,318,606

Ⅱ 売上原価  10,867,832 11,530,816 662,983  14,598,300

売上総利益  5,232,372 5,230,218 －2,154  6,720,305

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,788,637 4,950,677 162,039  6,429,526

営業利益  443,734 279,541 －164,193  290,778

Ⅳ 営業外収益  89,118 190,429 101,311  471,166

Ⅴ 営業外費用  117,647 146,549 28,902  166,414

経常利益  415,204 323,420 －91,784  595,530

Ⅵ 特別利益  5,987 1,679 －4,308  5,987

Ⅶ 特別損失  12,325 294,016 281,690  13,332

税引前四半期（当期）
純利益 

 408,866 31,083 －377,783  588,185

法人税等 174,790 －  － 

法人税、住民税及び 
事業税 

－ 65,121  178,284 

法人税等調整額 － 174,790 96,029 161,151 －13,639 41,581 219,865

四半期（当期）純利益  234,076 －130,067 －364,143  368,319

前期繰越利益  517,940 － －  517,940

中間配当額  88,114 － －  88,114

四半期（当期）未処分
利益 

 663,902 － －  798,146
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