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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

　(1) 連結経営成績(累計)
(％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 6,779 ― 315 ― 380 ― 223 ―

20年3月期第1四半期 7,234 36.0 519 △3.9 575 △0.2 314 △3.3

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 9.33 ―

20年3月期第1四半期 12.07 ―

　(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

21年3月期第1四半期 31,041 22,907 72.6 948.27

20年3月期 32,488 22,727 68.9 932.05
(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 22,523百万円 20年3月期 22,375百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

20年3月期 ― 8.50 ― 9.00 17.50

21年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期(予想) ― 9.50 ― 10.00 19.50
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 13,700 △0.3 800 △15.8 850 △15.1 540 △7.9 22.63

通期 29,000 △6.1 1,900 △14.1 2,000 △12.4 1,250 △2.0 52.51
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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4. 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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(4) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年3月期第1四半期 25,372,447株 20年3月期 27,382,147株

　② 期末自己株式数

21年3月期第1四半期 1,619,841株 20年3月期 3,375,260株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年3月期第1四半期 23,953,892株 20年3月期第1四半期 26,018,020株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(1) 業績予想は現時点で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。
(2) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務
諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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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1四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とする米国の経済減速や原油高、原材

料費高騰の影響により企業収益が減少し、個人消費や設備投資は増勢が鈍化するなど、景気の足踏み状態が
続いております。
このような事業環境のなかで、当社グループは新製品上市による競争力の強化、技術力アップによるシェ

ア拡大、新規テーマの獲得とその拡販、経費削減等コスト競争力の一層の強化や燃料・原材料コスト上昇分
の販売価格への転嫁に努めてまいりました。
しかしながら、当第１四半期の売上高は６７億７千９百万円（前年同期比９３．７％）と減少し、価格転

嫁が十分浸透せず、営業利益３億１千５百万円（同６０．８％）、経常利益は３億８千万円（同６６．２％）、
四半期純利益は２億２千３百万円（同７１．２％）と減少いたしました。
〔工業用製品〕
「コレステロール」や高機能基材「化粧用リン脂質」及び美白化粧品原料などの販売数量が増加したこと

等により売上高は増加いたしましたが、原材料価格高騰の影響を受け利益は減少いたしました。
〔家庭用製品〕
業務用石鹸・洗浄剤の販売に注力いたしましたが、景気後退の影響を受け、売上高、利益とも減少いたし

ました。
〔不動産〕
前第１四半期は新規分譲マンションの売上が集中していたため、前年同期比では売上高が減少いたしま

した。
〔その他〕
医薬品業界からの安全性試験の受託の延期等により、売上・利益ともに減少いたしました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末（以下「前期末」という。）比１４億４千６百万円減少し、３

１０億４千１百万円となりました。これは主として、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等により流
動資産が１６億８千９百万円減少したことによるものであります。
当第１四半期末の負債は前期末比１６億２千６百万円減少し、８１億３千４百万円となりました。これは

主として、短期借入金、未払金及び未払法人税等の減少により、流動負債が１７億２千７百万円減少したこ
とによるものであります。
当連結会計年度末の純資産は、前期末比１億７千９百万円増加し２２９億７百万円となりました。これは

主として、配当金の支払い等により株主資本が１億５千１百万円減少しましたが、評価・換算差額等が２億
９千９百万円増加したこと等によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の第２四半期累計期間及び通期業績予想については、原材料価格の上昇が第２四半期以降

も継続することが見込まれることから、平成20年４月30日公表の業績予想の修正を下記のとおり行っており
ます。なお、業績予想は現時点で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。

第２四半期連結
累計期間 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

１株当たり

四半期純利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想 14,700 900 950 600 24.99

今回発表予想 13,700 800 850 540 22.63

増減額 △1,000 △100 △100 △60 △2.36

通期 売上高 営業利益 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 百万円 円 銭

前回発表予想 30,000 2,050 2,150 1,350 56.23

今回発表予想 29,000 1,900 2,000 1,250 52.51

増減額 △1,000 △150 △150 △100 △3.72
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4. 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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理
・法人税等の計上基準
法人税等の計上基準は、法定実効税率をベースとした予測税率により計算しております。

・固定資産の減価償却費の算定方法
固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積もりを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期
間按分する方法によっております。なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係
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。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を当第１四半期連結
会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益、税金等調整
前四半期純利益はそれぞれ49,094千円減少しております。
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5. 【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20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 872,881 1,432,126

受取手形及び売掛金 7,166,349 7,723,803

商品 367,798 356,535

製品 1,115,567 1,237,839

販売用不動産 2,052,667 2,506,939

原材料 771,599 582,905

仕掛品 1,046,626 955,678

仕掛販売用不動産 1,647,742 1,573,142

貯蔵品 43,250 70,096

繰延税金資産 226,896 275,219

その他 403,227 689,920

貸倒引当金 △4,732 △4,656

流動資産合計 15,709,875 17,399,550

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,968,181 3,010,021

機械装置及び運搬具 1,252,897 1,338,057

土地 3,920,866 3,931,530

建設仮勘定 361,962 229,890

その他 304,030 312,899

有形固定資産合計 8,807,938 8,822,399

無形固定資産 188,053 181,303

投資その他の資産

投資有価証券 6,118,916 5,834,041

繰延税金資産 25,054 46,990

その他 191,527 203,944

投資その他の資産合計 6,335,499 6,084,977

固定資産合計 15,331,491 15,088,680

資産合計 31,041,367 32,488,231

― 5 ―

決算短信 2008年07月29日 09時00分 06325xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）



日本精化㈱(4362)平成21年3月期 第1四半期決算短信

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,841,695 3,729,730

短期借入金 1,032,209 1,631,205

未払金 513,018 1,200,043

未払法人税等 68,796 414,841

賞与引当金 347,708 465,748

役員賞与引当金 12,494 33,100

繰延税金負債 575 －

その他 726,990 796,564

流動負債合計 6,543,489 8,271,233

固定負債

長期未払金 159,791 －

繰延税金負債 712,272 604,767

退職給付引当金 581,381 571,224

役員退職慰労引当金 － 183,501

長期預り保証金 137,244 129,997

固定負債合計 1,590,689 1,489,490

負債合計 8,134,179 9,760,724

純資産の部

株主資本

資本金 5,933,221 5,933,221

資本剰余金 6,803,362 6,803,949

利益剰余金 9,386,322 10,644,598

自己株式 △1,020,680 △2,127,751

株主資本合計 21,102,226 21,254,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,291,241 1,134,912

繰延ヘッジ損益 8,070 △6,265

為替換算調整勘定 122,374 △6,884

評価・換算差額等合計 1,421,687 1,121,761

少数株主持分 383,274 351,727

純資産合計 22,907,188 22,727,507

負債純資産合計 31,041,367 32,488,231
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日)

売上高 6,779,277

売上原価 5,417,503

売上総利益 1,361,774

販売費及び一般管理費 1,045,931

営業利益 315,842

営業外収益

受取利息 9,517

受取配当金 55,819

雑収入 10,777

営業外収益合計 76,114

営業外費用

支払利息 4,216

為替差損 6,347

雑損失 836

営業外費用合計 11,400

経常利益 380,556

特別利益

固定資産売却益 152

特別利益合計 152

特別損失

固定資産売却損 10

固定資産除却損 1,257

特別損失合計 1,267

税金等調整前四半期純利益 379,441

法人税、住民税及び事業税 94,543

法人税等調整額 59,750

法人税等合計 154,294

少数株主利益 1,611

四半期純利益 223,535
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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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

至 平成20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 379,441

減価償却費 206,207

のれん償却額 3,019

負ののれん償却額 △248

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,157

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △183,501

受取利息及び受取配当金 △65,336

支払利息 4,216

為替差損益（△は益） △2,996

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,257

売上債権の増減額（△は増加） 582,352

たな卸資産の増減額（△は増加） 258,230

預り保証金の増減額（△は減少） 7,247

仕入債務の増減額（△は減少） 93,087

その他 △647,601

小計 645,608

利息及び配当金の受取額 63,603

利息の支払額 △4,178

法人税等の支払額 △429,289

営業活動によるキャッシュ・フロー 275,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △325,859

有形固定資産の売却による収入 21,230

投資有価証券の取得による支出 △22,068

貸付金の回収による収入 400,340

投資活動によるキャッシュ・フロー 73,642

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） △601,800

配当金の支払額 △216,061

少数株主への配当金の支払額 △2,740

自己株式の取得による支出 △159,281

自己株式の売却による収入 16

財務活動によるキャッシュ・フロー △979,867

現金及び現金同等物に係る換算差額 71,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △559,245

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,126

現金及び現金同等物の四半期末残高 872,881
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

（単位：千円）

工業用製品
事業

家庭用製品
事業

不動産
事業

その他の
事業

計
消去又は

全社
連結

　 売上高

(1) 外部顧客に

　 対する売上高
4,592,069 1,360,233 653,077 173,896 6,779,277 － 6,779,277

(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
39,979 15,254 6,936 － 62,170 (62,170) －

計 4,632,048 1,375,488 660,014 173,896 6,841,448 (62,170) 6,779,277

　 営業利益 192,545 114,608 △1,839 10,529 315,842 (－) 315,842

（注）１．事業区分の方法

事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．事業区分の主要製品

工業用製品事業・・・化粧品用原料、医薬中間体、樹脂添加剤、皮革油剤、植物性油脂、合成樹脂製品

家庭用製品事業・・・業務用洗剤、薬用石けん液、除菌・殺菌剤、防虫剤

不動産事業・・・戸建・マンション販売、ビルの賃貸

その他の事業・・・薬理、安全性試験の受託

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が、90％を超えているため、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１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

Ⅰ 海外売上高(千円) 892,523

Ⅱ 連結売上高(千円) 6,779,277

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.2

（注）売上高（内部売上高及び振替高を除く）が連結売上高の10％以上である国または地域はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成20年6月25日付で会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行いました。この結果、
当第１四半期連結会計期間において、資本剰余金が586千円、利益剰余金が1,265,748千円、自己株式が
1,266,335千円減少し、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が6,803,362千円、利益剰余金が
9,386,322千円、自己株式が△1,020,680千円となっております。
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「参考」

（１）（要約）前第１四半期連結損益計算書

（単位：千円）

科 目

前第１四半期

自平成19年４月１日

至平成19年６月30日

金額

　Ⅰ 売上高 7,234,053

　Ⅱ 売上原価 5,560,476

　 売上総利益 1,673,577

　Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,154,264

　 営業利益 519,313

　Ⅳ 営業外収益

　 1. 受取利息 11,789

　 2. 受取配当金 36,612

　 3. 為替差益 1,844

　 3. 雑収入 9,822

　 営業外収益合計 60,068

　Ⅴ 営業外費用

　 1. 支払利息 2,826

　 2. 為替差損  - 

　 3. 雑損失 1,498

　 営業外費用合計 4,325

　 経常利益 575,056

　Ⅵ 特別利益

　 1. 固定資産売却益 1,155

　  特別利益合計 10,574

　Ⅶ 特別損失

　 1. 固定資産除却損 1,131

　 2. 固定資産売却損 16,393

　 特別損失合計 17,524

　 税引等調整前四半期純利益 558,687

　 税金費用 236,837

　 少数株主利益 7,722

　 四半期純利益 314,128

（２）前第１四半期セグメント別損益

（単位：千円）

区 分 工業用製品 家庭用製品 不動産 その他 合計

売  上  高 4,295,523 1,423,180 1,298,029 217,320 7,234,053

営 業 利 益 288,935 155,547 19,513 55,316 519,313
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