
― 1 ― 

 

平成 20 年 10 月 14 日 

各  位 

会社名   日本化薬株式会社 

代表者名  代表取締役社長 島田紘一郎 

コード番号 ４２７２（東証） 

問合せ先  執行役員 

グループ管理本部経理部長 荒木良一 

ＴＥＬ   （０３）３２３７－５２７０ 

 

 

 

(訂正・数値データあり) 「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 

 

平成 20 年９月 26 日に発表しました「平成 21 年５月期 第 1四半期決算短信」について、修正後発

事象が発生しましたので、下記の通り修正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 

 

記 

 

 

１．修正理由 

当社の連結子会社である㈱ポラテクノ（ジャスダック上場）は、平成 20 年９月 29 日に「特別損失

の計上に関するお知らせ」において、晶威光電股份有限公司（英文名：Skypola Optronics Corp.）

に対する投資有価証券評価損で 2,028 百万円の特別損失を計上する旨開示しました。 

これにより既に開示した決算短信を修正すべき後発事象となったため、当社の第 1四半期連結累計

期間時点で関係会社株式評価損として特別損失を計上することになりましたので、決算短信を一部修

正いたします。 

 

 

２．訂正箇所 

次ページ以降に訂正箇所を掲載いたします。掲載は決算短信のうち訂正に該当した部分のみを訂

正前と訂正後で併記し、訂正箇所には   線を表示しております。 
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【「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」：１ページ】 

 

1．平成 21 年５月期第１四半期の連結業績（平成 20 年６月１日～平成 20 年８月 31 日） 

(1) 連結経営成績（累計） 
 

〔修正前〕                         （％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５月期第１四半期 36,486 － 3,399 － 4,409 － 2,020 －

20年５月期第１四半期 35,038 △1.7 3,289 3.3 3,349 △14.1 1,790 △16.0
 

 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５月期第１四半期 11 13 11 03

20年５月期第１四半期 9 85 9 60

 

〔修正後〕                         （％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５月期第１四半期 36,486 － 3,399 － 4,409 － 1,415 －

20年５月期第１四半期 35,038 △1.7 3,289 3.3 3,349 △14.1 1,790 △16.0
 

 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５月期第１四半期 7 80 7 70

20年５月期第１四半期 9 85 9 60

 

 

(2) 連結財政状態 

 

〔修正前〕 

 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５月期第１四半期 212,579 131,263 55.9 653 87

20 年５月期 207,269 131,074 57.2 652 54

（参考） 自己資本  21 年５月期第１四半期 118,743 百万円 20 年５月期 118,516 百万円 

 

〔修正後〕 

 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５月期第１四半期 211,300 130,055 55.9 650 54

20 年５月期 207,269 131,074 57.2 652 54

（参考） 自己資本  21 年５月期第１四半期 118,138 百万円 20 年５月期 118,516 百万円 
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【「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」：２ページ】 

 

【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 

 

〔修正前〕 
当第１四半期（平成20年６月１日から平成20年８月31日まで）のわが国経済は、米国経済の減速に加え、

原油をはじめとする資源価格の高騰による原材料高が企業収益に影響を与え、またそれに伴う物価上昇に

より個人消費が低迷するなど、景気後退の懸念が出てきました。 

このような状況の中、当第１四半期の売上高は364億８千６百万円と前年同期に比べ14億４千８百万円

(4.1％)増加しました。 

営業利益は、33億９千９百万円と前年同期に比べ１億１千万円(3.4％)増加しました。 

経常利益は、44億９百万円と米ドル高の影響を受け、前年同期に比べ10億６千万円(31.7％)増加しまし

た。 

四半期純利益は、20億２千万円と前年同期に比べ２億３千万円(12.9％)増加しました。 

 

当第１四半期の事業セグメント別概況は、次のとおりです。なお、当第１四半期から事業の種類別セグ

メントを変更しているため、前第１四半期比較にあたっては、前第１四半期分を変更後の区分に組替えて

おります。 

 

〔修正後〕 
当第１四半期（平成20年６月１日から平成20年８月31日まで）のわが国経済は、米国経済の減速に加え、

原油をはじめとする資源価格の高騰による原材料高が企業収益に影響を与え、またそれに伴う物価上昇に

より個人消費が低迷するなど、景気後退の懸念が出てきました。 

このような状況の中、当第1四半期の売上高は364億８千６百万円と前年同期に比べ14億４千８百万円

(4.1％)増加しました。 

営業利益は、33億９千９百万円と前年同期に比べ１億１千万円(3.4％)増加しました。 

経常利益は、44億９百万円と米ドル高の影響を受け、前年同期に比べ10億６千万円(31.7％)増加しまし

た。 

四半期純利益は、晶威光電股份有限公司株式評価損により、14億１千５百万円と前年同期に比べ３億７

千４百万円(20.9％)減少しました。 

 

当第１四半期の事業セグメント別概況は、次のとおりです。なお、当第１四半期から事業の種類別セグ

メントを変更しているため、前第１四半期比較にあたっては、前第１四半期分を変更後の区分に組替えて

おります。 
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【「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」：３ページ】 

 

【定性的情報・財務諸表等】 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

〔修正前〕 
総資産は2,125億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ53億１千万円増加しました。流動資産は

43億２千８百万円増加しました。これは主にたな卸資産が増加したことによるものです。固定資産は設備

投資等により９億８千１百万円増加しました。 

負債は813億１千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ51億２千万円増加しました。これは主に買入

債務及び短期借入金が増加したことによるものです。 

純資産は1,312億６千３百万円で、前連結会計年度末に比べ１億８千９百万円増加しました。 

また、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ14億２千４百万円増加

し、230億８千７百万円となりました。各キャッシュフローの状況については、次のとおりです。 

 

営業活動によるキャッシュ・フローは、29億５千９百万円の収入となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益が36億２千９百万円、減価償却費が26億８千万円あったものの、棚卸資産の増加が29

億４千４百万円あったことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、30億５千５百万円の支出となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出が23億７千９百万円あったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億７千５百万円の収入となりました。これは主に配当金の

支払いが17億３百万円あったものの、短期借入による収入が25億１千１百万円あったことによるもので

す。 

〔修正後〕 
総資産は2,113億円となり、前連結会計年度末に比べ40億３千１百万円増加しました。流動資産は43億２

千８百万円増加しました。これは主にたな卸資産が増加したことによるものです。固定資産は関係会社株

式の評価損等により２億９千７百万円減少しました。 

負債は812億４千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ50億４千９百万円増加しました。これは主に

買入債務及び短期借入金が増加したことによるものです。 

純資産は1,300億５千５百万円で、前連結会計年度末に比べ10億１千８百万円減少しました。 

また、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ14億２千４百万円増加

し、230億８千７百万円となりました。各キャッシュフローの状況については、次のとおりです。 

 

営業活動によるキャッシュ・フローは、29億５千９百万円の収入となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益が16億１百万円、減価償却費が26億８千万円、関係会社株式の評価損が20億２千８百

万円あったものの、棚卸資産の増加が29億４千４百万円あったことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、30億５千５百万円の支出となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出が23億７千９百万円あったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億７千５百万円の収入となりました。これは主に配当金の

支払いが17億３百万円あったものの、短期借入による収入が25億１千１百万円あったことによるもので

す。 
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【「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」：５～６ページ】 

 

５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 

〔修正前〕 

  (単位：百万円)

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年８月31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５月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 20,554  18,299

  受取手形及び売掛金 50,633  48,731

  有価証券 2,947  3,825

  商品及び製品 17,249  15,814

  仕掛品 1,960  2,173

  原材料及び貯蔵品 8,638  6,515

  その他 5,585  7,891

  貸倒引当金 △122  △133

  流動資産合計 107,445  103,117

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 34,187  33,558

   機械装置及び運搬具（純額） 22,533  21,519

   その他（純額） 15,678  15,091

   有形固定資産合計 72,399  70,170

  無形固定資産  

   のれん 2,593  3,311

   その他 3,047  2,919

   無形固定資産合計 5,641  6,230

  投資その他の資産  

   投資有価証券 20,516  23,520

   その他 6,757  4,338

   貸倒引当金 △180  △107

   投資その他の資産合計 27,092  27,750

  固定資産合計 105,133  104,151

 資産合計 212,579  207,269
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  (単位：百万円)

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年８月31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５月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 20,693  17,986

  短期借入金 10,874  8,175

  未払法人税等 2,176  1,514

  その他 12,969  12,951

  流動負債合計 46,713  40,627

 固定負債  

  長期借入金 11,981  11,727

  退職給付引当金 4,961  4,674

  その他 17,659  19,165

  固定負債合計 34,602  35,567

 負債合計 81,315  76,195

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 14,932  14,932

  資本剰余金 17,270  17,270

  利益剰余金 82,491  82,477

  自己株式 △592  △578

  株主資本合計 114,102  114,102

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 1,705  2,821

  為替換算調整勘定 2,935  1,592

  評価・換算差額等合計 4,640  4,413

 少数株主持分 12,519  12,557

 純資産合計 131,263  131,074

負債純資産合計 212,579  207,269
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【「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」：５～６ページ】 

 

５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 

〔修正後〕 

  (単位：百万円)

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年８月31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５月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 20,554  18,299

  受取手形及び売掛金 50,633  48,731

  有価証券 2,947  3,825

  商品及び製品 17,249  15,814

  仕掛品 1,960  2,173

  原材料及び貯蔵品 8,638  6,515

  その他 5,585  7,891

  貸倒引当金 △122  △133

  流動資産合計 107,445  103,117

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 34,187  33,558

   機械装置及び運搬具（純額） 22,533  21,519

   その他（純額） 15,678  15,091

   有形固定資産合計 72,399  70,170

  無形固定資産  

   のれん 2,593  3,311

   その他 3,047  2,919

   無形固定資産合計 5,641  6,230

  投資その他の資産  

   投資有価証券 18,488  23,520

   その他 7,506  4,338

   貸倒引当金 △180  △107

   投資その他の資産合計 25,814  27,750

  固定資産合計 103,854  104,151

 資産合計 211,300  207,269
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  (単位：百万円)

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年８月31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５月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 20,693  17,986

  短期借入金 10,874  8,175

  未払法人税等 2,176  1,514

  その他 12,969  12,951

  流動負債合計 46,713  40,627

 固定負債  

  長期借入金 11,981  11,727

  退職給付引当金 4,961  4,674

  その他 17,588  19,165

  固定負債合計 34,531  35,567

 負債合計 81,245  76,195

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 14,932  14,932

  資本剰余金 17,270  17,270

  利益剰余金 81,886  82,477

  自己株式 △592  △578

  株主資本合計 113,497  114,102

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 1,705  2,821

  為替換算調整勘定 2,935  1,592

  評価・換算差額等合計 4,640  4,413

 少数株主持分 11,916  12,557

 純資産合計 130,055  131,074

負債純資産合計 211,300  207,269
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【「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」：７ページ】 

 

(2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

 

〔修正前〕                  (単位:百万円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高  36,486

売上原価  23,501

売上総利益  12,985

販売費及び一般管理費  9,585

営業利益  3,399

営業外収益  

 受取利息  57

 受取配当金  203

 持分法による投資利益  91

 為替差益  569

 その他  350

 営業外収益合計  1,273

営業外費用  

 支払利息  118

 その他  145

 営業外費用合計  263

経常利益  4,409

特別利益  

 固定資産売却益  10

 特別利益合計  10

特別損失  

 固定資産処分損  276

 貸倒引当金繰入額  8

 たな卸資産評価損  505

 特別損失合計  789

税金等調整前四半期純利益  3,629

法人税、住民税及び事業税  1,700

法人税等調整額  △386

法人税等合計  1,313

少数株主利益  295

四半期純利益  2,020
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【「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」：７ページ】 

 

(2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

 

〔修正後〕                  (単位:百万円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高  36,486

売上原価  23,501

売上総利益  12,985

販売費及び一般管理費  9,585

営業利益  3,399

営業外収益  

 受取利息  57

 受取配当金  203

 持分法による投資利益  91

 為替差益  569

 その他  350

 営業外収益合計  1,273

営業外費用  

 支払利息  118

 その他  145

 営業外費用合計  263

経常利益  4,409

特別利益  

 固定資産売却益  10

 特別利益合計  10

特別損失  

 固定資産処分損  276

 貸倒引当金繰入額  8

 関係会社株式評価損  2,028

 たな卸資産評価損  505

 特別損失合計  2,818

税金等調整前四半期純利益  1,601

法人税、住民税及び事業税  1,700

法人税等調整額  △1,207

法人税等合計  493

少数株主損失（△）  △307

四半期純利益  1,415
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【「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」：８ページ】 

 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

〔修正前〕                     (単位:百万円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31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 3,629

 減価償却費 2,680

 引当金の増減額（△は減少） 266

 受取利息及び受取配当金 △261

 支払利息 118

 持分法による投資損益（△は益） △91

 有形固定資産売却損益（△は益） △10

 有形固定資産処分損益（△は益） 276

 売上債権の増減額（△は増加） △1,540

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,944

 前払費用の増減額（△は増加） 35

 未収入金の増減額（△は増加） 1,029

 仕入債務の増減額（△は減少） 2,402

 未払金の増減額（△は減少） △616

 未払費用の増減額（△は減少） △1,318

 その他 34

 小計 3,690

 利息及び配当金の受取額 244
 利息の支払額 △56

 法人税等の支払額 △919

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,959

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 △27

 定期預金の払戻による収入 78

 有形固定資産の取得による支出 △2,379

 有形固定資産の売却による収入 19

 無形固定資産の取得による支出 △23

 投資有価証券の取得による支出 △961

 投資有価証券の売却による収入 506

 長期貸付けによる支出 △10

 長期前払費用の取得による支出 △17

 固定資産撤去に伴う支出 △84

 短期貸付金の増減額（△は増加） △80

 その他 △75

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,055

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） 2,511

 長期借入れによる収入 200

 長期借入金の返済による支出 △246

 建設協力金の返済による支出 △58

 配当金の支払額 △1,703

 少数株主への配当金の支払額 △305

 その他 △22

 財務活動によるキャッシュ・フロー 375

現金及び現金同等物に係る換算差額 382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 661

現金及び現金同等物の期首残高 21,662

連結の範囲の変更に伴う現金及び 

現金同等物の増減額（△は減少） 
762

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,087
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【「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」：８ページ】 

 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

〔修正後〕                     (単位:百万円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31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 1,601

 減価償却費 2,680

 引当金の増減額（△は減少） 266

 受取利息及び受取配当金 △261

 支払利息 118

 持分法による投資損益（△は益） △91

 有形固定資産売却損益（△は益） △10

 有形固定資産処分損益（△は益） 276

 関係会社株式評価損 2,028

 売上債権の増減額（△は増加） △1,540

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,944

 前払費用の増減額（△は増加） 35

 未収入金の増減額（△は増加） 1,029

 仕入債務の増減額（△は減少） 2,402

 未払金の増減額（△は減少） △616

 未払費用の増減額（△は減少） △1,318

 その他 34

 小計 3,690

 利息及び配当金の受取額 244
 利息の支払額 △56

 法人税等の支払額 △919

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,959

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 △27

 定期預金の払戻による収入 78

 有形固定資産の取得による支出 △2,379

 有形固定資産の売却による収入 19

 無形固定資産の取得による支出 △23

 投資有価証券の取得による支出 △961

 投資有価証券の売却による収入 506

 長期貸付けによる支出 △10

 長期前払費用の取得による支出 △17

 固定資産撤去に伴う支出 △84

 短期貸付金の増減額（△は増加） △80

 その他 △75

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,055

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） 2,511

 長期借入れによる収入 200

 長期借入金の返済による支出 △246

 建設協力金の返済による支出 △58

 配当金の支払額 △1,703

 少数株主への配当金の支払額 △305

 その他 △22

 財務活動によるキャッシュ・フロー 375

現金及び現金同等物に係る換算差額 382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 661

現金及び現金同等物の期首残高 21,662

連結の範囲の変更に伴う現金及び 

現金同等物の増減額（△は減少） 
762

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,087
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３．当期の業績（平成 21 年５月期）への影響について 

平成 20 年９月 29 日発表の「子会社の業績予想の修正等に関するお知らせ」に記載の通り、これに

よる当社の連結業績予想の変更はありません。 


