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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 12,428 ― 268 ― 302 ― 149 ―

20年3月期第2四半期 11,322 4.8 226 25.5 280 23.3 167 145.3

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2四半期 11.69 ―

20年3月期第2四半期 13.09 ―

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2四半期 14,051 7,093 50.5 555.26
20年3月期 13,684 7,022 51.3 549.43

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,093百万円 20年3月期  7,022百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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 ― 4.00 ― 4.25 8.25
21年3月期 ― 4.25 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.25 8.50

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 24,900 7.1 565 22.5 610 6.9 325 5.7 25.44

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 をご覧下さい。  

(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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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、本資料の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ます。 
      実際の業績は、今後の様々な要因により、異なる結果となる可能性があります。 
   （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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  15,600,000株 20年3月期  15,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,824,135株 20年3月期  2,817,930株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  12,778,776株 20年3月期第2四半期  12,787,061株
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 ※定性的情報における前年同期比増減率につきましては、参考として記載しております。 
  

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国経済は、米国サブ
プライムローン問題の拡大に端を発する国際金融市場の混乱や、原油高騰による急激な各種素材価格への
影響などにより不透明感が増大するなか、株価の低迷や消費のかげりも加わり景気は全般的に弱含みとな
り、先行きの懸念が一層高まる状況で推移いたしました。 
 このような情勢下、当社グループは、各事業分野においてお客さま本位の積極的な営業活動に注力する
とともに、企業体質の強化と収益力の向上を目指し、新商材の開発と変化を先取りした提案型営業活動の
推進による拡販の強化と効率化に努めてまいりました。 
 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は124億２千８百万円（前年同期比9.8％増）となり
ました。 
 また、利益面につきましては、営業利益２億６千８百万円（前年同期比18.7％増）、経常利益３億２百
万円（前年同期比7.6％増）となりましたが、投資有価証券評価損３千１百万円を計上した結果、四半期
純利益は１億４千９百万円（前年同期比10.7％減）となりました。 
 事業分野別の売上概況は、次のとおりであります。 

  
＜土木・建材資材関連分野＞ 
土木関連分野では、新規開発のセメント添加剤向け商材の増加がありましたが、公共事業及び改正建

築基準法の影響による住宅着工件数の減少もあり、コンクリート二次製品向け混和材が減少いたしまし
た。 
 建材資材関連分野では、店舗向け什器類は出店形態の多様化や競争激化により減少いたしましたが、
大手ハウスメーカー向け外壁用樹脂成型品の用途拡大や新規採用を受けた住宅内装用商材などが増加い
たしました。 
 この結果、売上高は38億９千６百万円（前年同期比1.0％増）となりました。 

  

＜情報・輸送機器関連分野＞ 
情報関連分野では、情報端末向け商材は材料変更により減少いたしましたが、新規採用の光学用途向

け樹脂が大幅に増加し、パソコン、プリンターなど精密機器向け樹脂や、カーエレクトロニクス関連商
材も用途拡大を受けて増加いたしました。 
 輸送機器関連分野では、二輪車向け樹脂や電装部品は輸出低迷の影響で減少いたしましたが、新規採
用の自動車部品用途向け樹脂などが増加いたしました。 
 この結果、売上高は41億６千９百万円（前年同期比15.8％増）となりました。 

  

＜日用品関連分野＞ 
日用品関連分野では、化粧品用途向け原料は減少いたしましたが、製靴用途向け樹脂や光学用途向け

樹脂商材は、市況の低迷及び競争激化のなかで堅調に推移いたしました。 
 フィルム関連分野では、食品用及び一般包装用フィルムは新規商流の開拓に加え納入商材の多様化を
図り大幅に増加いたしました。 
 この結果、売上高は18億９千３百万円（前年同期比8.5％増）となりました。 

  

＜化学工業関連分野＞ 
繊維関連分野では、染色整理業界向け薬品は引き続き減少傾向にありますが、工業繊維用薬品を中心

に増加いたしました。 
 その他の化学工業関連分野では、中国やアセアン地区の好況を受けて樹脂関連商材の輸出が大幅に増
加し、国内向け化学品についても全般的に堅調に推移いたしました。 
 この結果、売上高は24億６千３百万円（前年同期比16.6％増）となりました。 
  

① 資産の部 
流動資産は前連結会計年度末に比べ、0.9％減少し、97億８千１百万円となりました。 

 これは主に、受取手形及び売掛金が４億２千２百万円、商品が１億２千５百万円増加し、現金及び
預金が６億５千１百万円減少したことによるものであります。 
 固定資産は前連結会計年度末に比べ、12.0％増加し、42億７千万円となりました。 
 これは主に、投資有価証券が２億６千万円増加し、有形固定資産が減価償却などに伴い７百万円減
少したことによるものであります。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、2.7％増加し、140億５千１百万円となりました。

  

② 負債の部 
流動負債は前連結会計年度末に比べ、4.9％増加し、65億１千５百万円となりました。 

 これは主に、支払手形及び買掛金が３億２千３百万円増加したことによるものであります。 
 固定負債は前連結会計年度末に比べ、2.3％減少し、４億４千１百万円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、4.4％増加し、69億５千７百万円となりまし
た。 

【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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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③ 純資産の部 
純資産合計は前連結会計年度末に比べ、1.0％増加し、70億９千３百万円となりました。 

 これは主に、利益剰余金が９千５百万円増加したことによるものであります。  
  

④ キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、３億９千８

百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億５千１百万円減少いたしました。 
 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果、減少した資金は６千万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益２億７千万円、仕入債務の増加３億２千３百万円による収
入に対し、売上債権の増加４億２千２百万円、たな卸資産の増加１億２千５百万円、法人税等の支払
額１億２千９百万円等の支出によるものです。  
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果、減少した資金は３億３千５百万円となりました。 

 これは主に、投資有価証券の取得３億２千６百万円によるものであります。  
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果、減少した資金は５千５百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払５千４百万円によるものであります。  
  

米国のサブプライムローン問題に端を発する海外経済の減速や、金融・資本市場の混乱、為替や金利の
先行き不透明感、原材料価格の変動など大きな不安材料もあり、市場環境は一段と厳しさを増すものと予
想されます。 
 このような情勢のなかで、当社グループは、変化する経営環境に迅速に対応できる社内体制の整備を推
進し、新規市場・新規商材の発掘などによりさらなる販売拡大を図り、経営効率の向上に注力するととも
に、内部統制の強化により企業価値の向上に努力する所存であります。 
 この結果、売上高は前回予想を若干上回る見通しで、営業利益・経常利益につきましても前回見込を上
回る見通しですが、株式市場の急激な変化による先行きの不透明感もあり、当期純利益は、前回の予想か
ら若干減益となる見込であります。 
 なお、平成20年５月15日の決算短信で発表しました通期の連結・個別業績予想との差異は下記のとおり
であります。  
  

    平成21年３月期連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

   
  

（参考）平成21年３月期個別業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 
なお、業績予想につきましては、現時点での入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は今後

の様々な要因により、異なる結果となる可能性があります。 
  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

  前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 23,980 500 570 335 26.22

  今 回 修 正 予 想 （ Ｂ ） 24,900 565 610 325 25.44

  増  減  額  （Ｂ―Ａ） 920 65 40 △10 ―

  増  減  率    3.8% 13.0% 7.0% △3.0% ―

 （ご参考）

  前期実績（平成20年３月期） 23,256 461 570 307 24.05

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

  前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 24,000 490 560 325 25.39

  今 回 修 正 予 想 （ Ｂ ） 24,920 560 620 335 26.18

  増  減  額  （Ｂ―Ａ） 920 70 60 10 ―

  増  減  率    3.8% 14.3% 10.7% 3.1% ―

 （ご参考）

  前期実績（平成20年３月期） 23,279 458 561 301 23.53

三京化成㈱（8138）平成21年３月期 第２四半期決算短信

－3－



該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
固定資産の減価償却費の算定方法 
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 
税金費用の計算 
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 
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の適用 
たな卸資産については、移動平均法による原価法によっておりましたが、当第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、移動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)により算出しております。 
 これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整
前四半期純利益はそれぞれ329千円減少しております。 

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)

(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

(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
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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 1,068,687 1,720,173 

受取手形及び売掛金 8,289,341 7,867,296 

商品 389,512 264,041 

その他 76,312 58,468 

貸倒引当金 △42,773 △37,527 

流動資産合計 9,781,080 9,872,453 

固定資産 

有形固定資産 851,729 858,806 

無形固定資産 7,955 8,052 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,073,447 2,822,039 

その他 433,672 218,595 

貸倒引当金 △96,366 △95,423 

投資その他の資産合計 3,410,752 2,945,211 

固定資産合計 4,270,437 3,812,069 

資産合計 14,051,517 13,684,522 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,237,319 5,913,742 

未払法人税等 122,781 125,260 

賞与引当金 77,362 66,907 

役員賞与引当金 8,000 15,000 

その他 70,169 88,406 

流動負債合計 6,515,633 6,209,317 

固定負債 

退職給付引当金 660 492 

役員退職慰労引当金 168,842 165,469 

その他 272,448 286,386 

固定負債合計 441,950 452,347 

負債合計 6,957,583 6,661,665 
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（単位：千円） 

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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,716,600 1,716,600 

資本剰余金 1,433,662 1,433,646 

利益剰余金 4,252,157 4,157,137 

自己株式 △574,142 △572,622 

株主資本合計 6,828,276 6,734,761 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 236,111 258,550 

土地再評価差額金 29,545 29,545 

評価・換算差額等合計 265,657 288,096 

純資産合計 7,093,933 7,022,857 

負債純資産合計 14,051,517 13,684,522 
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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：千円） 

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 12,428,728 

売上原価 11,394,010 

売上総利益 1,034,718 

販売費及び一般管理費 765,997 

営業利益 268,721 

営業外収益 

受取利息 4,615 

受取配当金 30,572 

仕入割引 5,023 

その他 5,732 

営業外収益合計 45,944 

営業外費用 

たな卸資産処分損 3,446 

持分法による投資損失 4,336 

売上割引 4,430 

その他 346 

営業外費用合計 12,560 

経常利益 302,104 

特別損失 

投資有価証券評価損 31,332 

固定資産除却損 57 

特別損失合計 31,390 

税金等調整前四半期純利益 270,714 

法人税、住民税及び事業税 121,287 

法人税等合計 121,287 

四半期純利益 149,427 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

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 6,179,371 

売上原価 5,658,483 

売上総利益 520,887 

販売費及び一般管理費 388,374 

営業利益 132,512 

営業外収益 

受取利息 2,513 

受取配当金 2,309 

仕入割引 2,565 

その他 2,345 

営業外収益合計 9,734 

営業外費用 

たな卸資産処分損 1,710 

持分法による投資損失 1,032 

売上割引 2,202 

その他 341 

営業外費用合計 5,286 

経常利益 136,960 

特別損失 

投資有価証券評価損 18,462 

固定資産除却損 40 

特別損失合計 18,502 

税金等調整前四半期純利益 118,457 

法人税、住民税及び事業税 53,182 

法人税等合計 53,182 

四半期純利益 65,275 
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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 270,714 

減価償却費 15,506 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,188 

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,455 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 168 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,373 

前払年金費用の増減額（△は増加） 13,653 

受取利息及び受取配当金 △35,187 

持分法による投資損益（△は益） 4,336 

有形固定資産除却損 57 

投資有価証券評価損益（△は益） 30,747 

売上債権の増減額（△は増加） △422,988 

たな卸資産の増減額（△は増加） △125,471 

その他の資産の増減額（△は増加） △44,640 

仕入債務の増減額（△は減少） 323,577 

その他の負債の増減額（△は減少） △2,812 

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,274 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少） 

5,760 

小計 31,164 

利息及び配当金の受取額 38,163 

法人税等の支払額 △129,526 

営業活動によるキャッシュ・フロー △60,199 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 200,000 

有形固定資産の取得による支出 △8,390 

投資有価証券の取得による支出 △326,785 

その他 △200,479 

投資活動によるキャッシュ・フロー △335,654 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △1,571 

自己株式の売却による収入 94 

配当金の支払額 △54,155 

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,632 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △451,486 

現金及び現金同等物の期首残高 850,173 

現金及び現金同等物の四半期末残高 398,687 
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

 （1）中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 11,322,574 100.0

Ⅱ 売上原価 10,376,287 91.6

    売上総利益 946,287 8.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 719,980 6.4

    営業利益 226,306 2.0

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 4,852

   受取配当金 29,733

   持分法による投資利益 13,453

   仕入割引 5,986

   雑収入 7,317 61,343 0.5

Ⅴ 営業外費用

   たな卸資産処分損 3,488

   売上割引 3,251

   雑損失 39 6,779 0.0

    経常利益 280,870 2.5

Ⅵ 特別損失

   投資有価証券評価損 176

   固定資産除却損 162 338 0.0

    税金等調整前 
        中間純利益

280,531 2.5

    法人税、住民税 
        及び事業税

101,481

    法人税等調整額 11,687 113,169 1.0

    中間純利益 167,361 1.5
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 （2）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 280,531

   減価償却費 18,366

   貸倒引当金の増減額 2,058

   賞与引当金の増減額 △3,496

   役員賞与引当金の増減額 6,000

   退職給付引当金の増減額 59

   役員退職慰労引当金の増減額 3,679

   前払年金費用の増減額 2,150

   受取利息及び受取配当金 △34,585

   持分法による投資損益 △13,453

   有形固定資産除却損 162

   投資有価証券評価損 116

   売上債権の増減額 △345,491

   たな卸資産の増減額 21,913

   その他資産の増減額 △329

   仕入債務の増減額 △144,350

   その他負債の増減額 4,683

   未払消費税の増減額 11,220

   外形標準事業税 5,451

   その他 △180

    小計 △185,496

   利息及び配当金の受取額 39,389

   法人税等の支払額 △90,005

    営業活動によるキャッシュ・フロー △236,112

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有価証券の売却による支出 300,000

   有形固定資産の取得による支出 △4,574

   投資有価証券の取得による支出 △104,968

   関係会社の取得による支出 △70,000

   貸付金の回収による収入 379

    投資活動によるキャッシュ・フロー 120,837

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   自己株式の取得による支出 △1,149

   自己株式の売却による収入 33

   配当金の支払額 △50,985

    財務活動によるキャッシュ・フロー △52,101

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △167,376

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 784,428

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 617,052

三京化成㈱（8138）平成21年３月期 第２四半期決算短信

－12－




