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１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日） 

(1) 連結経営成績                                   （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   ％

20 年３月期第１四半期 8,090 1.0 440 5.4 421 5.9 272 20.8

19 年３月期第１四半期 8,007 6.4 418 22.6 397 26.1 225 26.7

(参考)19 年３月期 32,399 1,514 1,485  667

 

 
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

20 年３月期第１四半期 15 45 －

19 年３月期第１四半期 12 78 －

(参考)19 年３月期 36 67 －

（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) 連結財政状態 

 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

20 年３月期第１四半期 33,300 13,435 33.9 762 81

19 年３月期第１四半期 32,511 12,654 33.1 718 17

(参考)19 年３月期 33,503 13,225 33.4 750 79

 

(3)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

20 年３月期第１四半期 261 △238 △672 2,386

19 年３月期第１四半期 371 △368 △323 2,579

(参考)19 年３月期 1,192 △791 △285 3,032

 
２．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成 19 年５月 16 日に公表しました業績予想の見直しは行っておりま

せん。 

 

３．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．その他をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日）の連結業績は、顧客対応力の向上や海外

拠点の市場開拓、製品導入戦略の強化に取り組んだ結果、売上高で 80 億９千万円（前第１四半期連結会計期間比 1.0%

増）となりました。利益面におきましては、売上高の増加に加えて、コストダウンや収益性改善を全社的に進めたこ

とにより、営業利益で４億４千万円（同 5.4%増）、経常利益で４億２千１百万円（同 5.9%増）、四半期純利益で２億

７千２百万円（同 20.8%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 68 億３千３百万円（同 0.9%増）となりました。 

繊維加工薬剤事業では、インテリア分野や自動車内装材用などの非衣料分野で高付加価値製品の開発販売をすすめ

ました。また、繊維加工の独自の力を活かした加工薬剤で世界的な市場での展開をはかる製品の拡販にもチャレンジ

しています。情報記録用薬剤事業は、ＩＴ化で増大する需要に対応し順調に売上を伸ばしております。 

海外では、中国・上海を中心とした華東地区で拡大戦略を継続しているほか、インドネシアでの製造販売が好調に

推移するなど、中国を中心としたアジア地区において積極的に事業を展開しました。 

化粧品関連事業におきましては、売上高 10 億８百万円（同 3.6%増）となりました。 

市場が低迷し依然として厳しい競争環境にあるなか、総合業務用化粧品メーカーを目指し、ヘアケア剤やパーマ剤

などを積極的に拡販しました。仕上剤分野では、「ウエーボ」シリーズに「キューブ」タイプを追加発売し好評を得

ております。 

その他事業におきましては、売上高２億４千８百万円（同 4.5%減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、２億３百万円減少しました。主な資産の

変動は、受取手形及び売掛金の増加２億６千万円、たな卸資産の増加１億４千９百万円、現金及び預金の減少７

億７千４百万円であります。また、主な負債純資産の変動は、支払手形及び買掛金の増加２億４千万円、賞与引

当金の増加１億７千６百万円、未払金の減少３億４千万円、長期借入金の減少２億５千４百万円、短期借入金の

減少２億４千４百万円であります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の33.1%から33.9%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、２億６千１百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を４億９

千９百万円計上し、また減価償却費を２億４千４百万円計上したものの、売上債権の増加による減少、たな卸資産の

増加に伴う減少、法人税等の支払があったことによるものです。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、２億３千８百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払や借入金の返済により、

６億７千２百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計

年度末に比べ６億４千６百万円減少し、23 億８千６百万円となりました。 

 

３．その他 

(1)期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

(2)会計処理の方法における簡便な方法の採用 

財務諸表等の作成に際しては、中間連結財務諸表規則に準拠しておりますが、以下の事項については簡便な方

法を採用しております。 

・税金費用の計上基準  法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

・その他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。 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 

該当事項はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 
 
(1) 四半期連結貸借対照表 

 

 
前第１四半期 

連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19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  3,116,519 2,819,547  3,593,868 

２．受取手形及び売掛金  8,164,400 8,772,910  8,512,153 

３．有価証券  142,989 －  8 

４．たな卸資産  5,325,190 5,616,880  5,467,719 

５．繰延税金資産  259,596 199,889  196,401 

６．その他の流動資産  461,669 470,927  403,210 

貸倒引当金  -43,824 -80,035  -77,736 

流動資産合計  17,426,541 17,800,120  18,095,624 -295,504

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 5,220,242 5,405,516 5,158,518  

(2）機械装置及び運搬具 1,405,410 1,567,243 1,585,713  

(3）土地 5,191,203 5,391,348 5,100,380  

(4)その他 469,009 12,285,866 471,380 12,835,488 891,788 12,736,400 99,088

２．無形固定資産  296,179 333,116  344,231 -11,114

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 1,258,498 1,123,359 1,117,787  

(2）繰延税金資産 857,323 818,203 816,544  

(3)その他 399,868 396,183 399,025  

貸倒引当金 -13,083 2,502,606 -6,184 2,331,562 -6,184 2,327,172 4,389

固定資産合計  15,084,653 15,500,167  15,407,803 92,363

資産合計  32,511,194 33,300,287  33,503,428 -203,140
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前第１四半期 

連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19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  3,713,497 4,039,514
 

3,799,346 

２．短期借入金  7,590,014 5,347,047
 

5,591,619 

３．未払金  612,138 587,855
 

928,653 

４．賞与引当金  687,080 675,073
 

498,247 

５．その他  891,470 910,623
 

894,566 

流動負債合計  13,494,201 11,560,115
 

11,712,434 -152,319

Ⅱ 固定負債  
 

 

１．長期借入金  3,082,693 5,173,846
 

5,428,062 

２．繰延税金負債  67,654 73,836
 

73,341 

３．退職給付引当金  2,551,208 2,373,860
 

2,383,668 

４．役員退職慰労引当金  171,070 183,640
 

180,490 

５．その他  489,404 499,509
 

500,277 

固定負債合計  6,362,030 8,304,693
 

8,565,840 -261,147

負債合計  19,856,231 19,864,808
 

20,278,275 -413,466

（純資産の部）  
 

 

Ⅰ 株主資本  
 

 

１．資本金  2,898,545 2,898,545
 

2,898,545 －

２．資本剰余金  3,039,982 3,039,982
 

3,039,982 －

３．利益剰余金  5,104,460 5,625,379
 

5,441,281 184,098

４．自己株式  -35,167 -39,506
 

-38,575 -930

  株主資本合計  11,007,820 11,524,400
 

11,341,233 183,167

Ⅱ 評価・換算差額等  
 

 

１．その他有価証券評価差
額金 

 313,034 258,828
 

260,325 -1,497

２．為替換算調整勘定  -566,875 -480,291
 

-413,520 -66,770

   評価・換算差額等合計  -253,840 -221,463
 

-153,194 -68,268

Ⅲ 少数株主持分  1,900,982 2,132,541
 

2,037,114 95,426

純資産合計  12,654,962 13,435,478
 

13,225,153 210,325

負債純資産合計  32,511,194 33,300,287
 

33,503,428 -203,140
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(2) 四半期連結損益計算書 

 

 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

増減 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19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  8,007,248 8,090,577 83,329  32,399,786

Ⅱ 売上原価  5,429,771 5,480,479 50,707  22,047,181

売上総利益  2,577,476 2,610,098 32,621  10,352,605

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,159,278 2,169,273 9,994  8,838,320

営業利益  418,198 440,824 22,626  1,514,284

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 4,770 11,372  42,258 

２．受取配当金 17,114 12,516  37,180 

３．為替差益 － 6,250  12,807 

４．持分法による投資利益 2,597 4,641  10,219 

５．雑収入 29,985 54,469 25,395 60,176 5,707 190,260 292,726

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 44,490 60,250  240,593 

２．為替差損 13,804 －  － 

３．売上割引 14,056 14,622  55,626 

４．雑損失 2,514 74,866 5,001 79,874 5,008 25,132 321,352

経常利益  397,800 421,126 23,326  1,485,658

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 364 142,457  35,562 

   ２．関係会社清算益 － 364 － 142,457 142,093 28,560 64,123

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 1,090 56,917  18,907 

２．固定資産売却損 － 6,880  4,468 

３．投資有価証券評価損 － －  228 

４．ゴルフ会員権評価損 － 1,090 － 63,798 62,707 18,240 41,845

税金等調整前四半期 
（当期）純利益 

 397,074 499,786 102,711  1,507,937

法人税等  98,946 139,588 40,641  521,691

少数株主利益  72,859 88,024 15,165  318,941

四半期（当期）純利益  225,267 272,172 46,904  667,304
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 
前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30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18年４月１日 
至 平成19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 

397,074 499,786 1,507,937

減価償却費 213,255 244,658 901,267

連結調整勘定償却額 1,408 － －

のれん償却額 － 1,408 5,931

投資有価証券評価損 － － 228

ゴルフ会員権評価損 － － 18,240

退職給付引当金の増減額 27,944 -7,975 -149,170

役員退職慰労引当金の 
増減額 

-29,880 3,150 -20,460

賞与引当金の増減額 193,471 179,718 3,626

貸倒引当金の増減額 758 3,423 26,765

受取利息及び受取配当金 -21,885 -23,889 -79,438

支払利息 44,490 60,250 240,593

為替差損益 -2,371 13,714 -3,832

持分法による投資利益 -2,597 -4,641 -12,807

固定資産処分損 1,090 63,798 23,376

固定資産売却益 -364 -142,457 -35,562

関係会社清算益 － － -28,560

売上債権の増減額 -182,281 -285,074 -400,102

たな卸資産の増減額 -13,905 -166,234 -51,808

仕入債務の増減額 -168,377 121,917 -47,637

未払消費税等の増減額 56,417 23,489 9,269

役員賞与の支払額 -13,862 -17,095 -17,808

少数株主に負担させた役員
賞与の支払額 

-8,862 -10,929 -11,386

その他 7,226 -117,768 -198,391

小計 498,749 439,251 1,680,268

利息及び配当金の受取額 44,238 43,893 92,848

利息の支払額 -46,006 -61,119 -248,732

法人税等の支払額 -125,916 -160,197 -331,640

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

371,064 261,827 1,192,744
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前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30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18年４月１日 
至 平成19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 -174,872 － -443,756

定期預金の払出による収入 － 116,351 246,378

有価証券の売却による収入 － 8 151,512

有形固定資産の取得による
支出 

-184,609 -577,859 -1,075,136

有形固定資産の売却による
収入 

758 229,503 256,700

投資有価証券の取得による
支出 

-2,395 -3,007 -11,293

投資有価証券の売却による
収入 

－ － 61,200

貸付金の回収による収入 315 315 2,542

その他 -7,440 -3,836 20,647

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

-368,245 -238,525 -791,207

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 8,446,294 6,195,597 27,561,743

短期借入金の返済による 
支出 

-8,146,921 -6,302,796 -27,787,054

長期借入れによる収入 － － 3,094,098

長期借入金の返済による 
支出 

-493,100 -388,700 -2,796,822

少数株主からの払込による
収入 

－ － 10,005

配当金の支払額 -88,418 -88,141 -176,642

少数株主への配当金の支払
額 

-41,397 -87,918 -186,946

自己株式の取得による支出 － -930 -3,408

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

-323,543 -672,889 -285,026

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

13,518 2,828 29,489

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 -307,205 -646,758 146,001

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

2,886,852 3,032,853 2,886,852

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高 

2,579,646 2,386,094 3,032,853
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(4) セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 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 6,833,129 1,008,881 248,566 8,090,577 － 8,090,577

(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 5,187 － － 5,187 (5,187) －

計 6,838,316 1,008,881 248,566 8,095,765 (5,187) 8,090,577

営業費用 6,244,262 851,189 251,145 7,346,597 303,155 7,649,753

営業利益又は営業損失（－） 594,054 157,692 -2,578 749,167 (308,342) 440,824

（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 

３．当第１四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

310,908 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。 

 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 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 6,772,796 974,101 260,351 8,007,248 － 8,007,248

(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 2,858 － － 2,858 (2,858) －

計 6,775,654 974,101 260,351 8,010,106 (2,858) 8,007,248

営業費用 6,143,019 875,541 263,097 7,281,659 307,391 7,589,050

営業利益又は営業損失（－） 632,634 98,559 -2,746 728,447 (310,249) 418,198

（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１四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

313,300 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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前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 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 27,396,496 4,137,047 866,242 32,399,786 － 32,399,786

(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 

7,991 － － 7,991 (7,991) －

計 27,404,488 4,137,047 866,242 32,407,778 (7,991) 32,399,786

営業費用 25,012,176 3,675,672 963,610 29,651,459 1,234,042 30,885,502

営業利益又は営業損失（－） 2,392,311 461,374 -97,367 2,756,319 (1,242,034) 1,514,284

（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 1,255,148

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 

当第 1四半期連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 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 5,014,388 2,647,426 428,762 8,090,577 － 8,090,577

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

783,085 112,028 37,257 932,371 (932,371) －

計 5,797,474 2,759,454 466,020 9,022,949 (932,371) 8,090,577

営業費用 5,323,411 2,479,875 455,689 8,258,976 (609,223) 7,649,753

営業利益 474,062 279,578 10,331 763,972 (323,147) 440,824

（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１四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

310,908 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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前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 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 5,077,569 2,537,700 391,977 8,007,248 － 8,007,248

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

777,463 116,000 44,394 937,858 (937,858) －

計 5,855,033 2,653,701 436,372 8,945,106 (937,858) 8,007,248

営業費用 5,449,079 2,388,662 414,591 8,252,332 (663,282) 7,589,050

営業利益 405,954 265,039 21,780 692,773 (274,575) 418,198

（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１四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

313,300 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 18 年４月１日 至平成 19 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 19,721,021 11,013,186 1,665,578 32,399,786 － 32,399,786

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

3,154,384 435,703 182,890 3,772,977 (3,772,977) －

計 22,875,405 11,448,890 1,848,469 36,172,764 (3,772,977) 32,399,786

営業費用 21,331,130 10,314,414 1,791,862 33,437,406 (2,551,904) 30,885,502

営業利益 1,544,274 1,134,475 56,607 2,735,358 (1,221,073) 1,514,284

（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 1,255,148

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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ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 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） 2,857,128 428,762 4,797 280,437 3,571,125 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 8,090,577 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

35.3 5.3 0.1 3.4 44.1 

 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 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） 2,804,977 389,329 16,055 228,230 3,438,593 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 8,007,248 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

35.0 4.9 0.2 2.8 42.9 

 

前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 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） 11,830,908 1,665,578 57,179 889,755 14,443,422 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 32,399,786 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

36.5 5.1 0.2 2.8 44.6 

 （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。 

 

 

-  - 11



 
日華化学㈱ (4463) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

(5) 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１四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前年同期比（％） 

工業用薬剤関連事業（千円） 5,613,893 102.4 

化粧品関連事業（千円） 773,905 96.3 

その他事業（千円） 205,316 101.0 

合計（千円） 6,593,115 101.6 

（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１四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１四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前年同期比（％） 

工業用薬剤関連事業（千円） 1,270,399 83.5 

化粧品関連事業（千円） 24,094 144.4 

その他事業（千円） 14,747 142.1 

合計（千円） 1,309,242 84.6 

 （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１四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１四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前年同期比（％） 

工業用薬剤関連事業（千円） 6,833,129 100.9 

化粧品関連事業（千円） 1,008,881 103.6 

その他事業（千円） 248,566 95.5 

合計（千円） 8,090,577 101.0 

（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１四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。 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

長瀬産業(株) 945,097 11.7 922,680 11.5 

江守商事(株) 806,450 10.0 947,653 11.8 
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（参考） 
 
四半期個別貸借対照表 

 
(1) 四半期貸借対照表 

 

 
前第１四半期会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(平成19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  642,810 326,883  681,873 

２．受取手形  1,222,710 1,389,066  1,252,566 

３．売掛金  4,789,377 5,253,232  5,309,135 

４．たな卸資産  2,947,400 3,113,805  2,927,546 

５．繰延税金資産  202,484 154,663  154,663 

   ６．その他  748,304 724,252  771,679 

貸倒引当金  -1,100 -18,393  -18,393 

流動資産合計  10,551,988 10,943,511  11,079,071 -135,559

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物 3,182,140 3,106,205 3,121,337  

(2) 機械及び装置 893,650 985,407 1,018,972  

(3) 土地 3,769,712 3,769,712 3,769,712  

(4）その他 486,697 8,332,201 484,209 8,345,535 494,227 8,404,250 -58,714

２．無形固定資産  182,823 201,314  209,767 -8,453

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 1,087,103 942,306 944,586  

(2) 関係会社株式 3,991,458 3,729,069 3,729,069  

(3) 繰延税金資産 857,323 818,203 816,544  

(4) その他 1,201,728 1,223,572 1,234,205  

貸倒引当金 -6,572 7,131,040 -6,184 6,706,967 -6,184 6,718,220 -11,253

固定資産合計  15,646,064 15,253,817  15,332,238 -78,420

資産合計  26,198,052 26,197,329  26,411,309 -213,980
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日華化学㈱ (4463) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

 

 
前第１四半期会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(平成19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  1,406,828 1,606,617  1,501,443 

２．買掛金  1,732,598 1,969,069  1,879,321 

３．短期借入金  3,241,440 2,439,560  2,558,300 

４．１年以内返済予定の長
期借入金 

 2,639,800 964,800  1,099,800 

５．未払金  366,747 399,597  644,675 

６．未払法人税等  42,294 74,688  48,964 

７．賞与引当金  540,000 517,500  330,000 

８．その他  305,266 420,485  283,813 

流動負債合計  10,274,975 8,392,319  8,346,317 46,001

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  2,942,600 4,992,800  5,226,000 

２．退職給付引当金  2,232,353 2,202,907  2,223,082 

３．役員退職慰労引当金  171,070 183,640  180,490 

４．その他  489,404 499,509  500,277 

固定負債合計  5,835,428 7,878,856  8,129,850 -250,993

負債合計  16,110,403 16,271,176  16,476,168 -204,991

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  2,898,545 2,898,545  2,898,545 －

２．資本剰余金    

(1)資本準備金 3,039,735 3,039,735 3,039,735  

(2)その他資本剰余金 247 247 247  

資本剰余金合計  3,039,982 3,039,982  3,039,982 －

３．利益剰余金    

(1)利益準備金 727,136 727,136 727,136  

(2)その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立金 29,932 24,788 29,932  

研究積立金 2,260,500 2,260,500 2,260,500  

別途積立金 76,639 76,639 76,639  

繰越利益剰余金 778,518 682,240 682,708  

利益剰余金合計  3,872,727 3,771,304  3,776,917 -5,612

４．自己株式  -35,167 -39,506  -38,575 -930

株主資本合計  9,776,087 9,670,325  9,676,869 -6,543

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 311,561 255,826  258,271 -2,445

評価・換算差額等合計  311,561 255,826  258,271 -2,445

純資産合計  10,087,649 9,926,152  9,935,141 -8,988

負債純資産合計  26,198,052 26,197,329  26,411,309 -213,980
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(2) 四半期損益計算書 

 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日）

増減 
前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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  5,627,493 5,587,804 -39,689  22,095,684

Ⅱ 売上原価  3,883,299 3,808,906 -74,393  15,253,007

売上総利益  1,744,193 1,778,898 34,704  6,842,477

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,643,218 1,607,067 -36,151  6,551,018

営業利益  100,974 171,830 70,855  291,658

Ⅳ 営業外収益  52,325 44,045 -8,280  595,565

Ⅴ 営業外費用  45,940 51,958 6,017  200,932

経常利益  107,360 163,918 56,557  686,291

Ⅵ 特別利益  － 229 229  980

Ⅶ 特別損失  1,052 13,118 12,066  349,558

税引前四半期（当期）
純利益 

 106,307 151,029 44,721  337,714

法人税等  40,928 68,567 27,638  280,056

四半期（当期）純利益  65,379 82,461 17,082  57,657
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