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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 13,125 ― 391 ― 352 ― △315 ―

20年3月期第3四半期 12,910 1.4 369 22.2 325 24.3 100 14.4

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3四半期 △21.95 ―

20年3月期第3四半期 6.96 ―

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3四半期 19,497 5,278 27.1 367.40
20年3月期 17,952 5,729 31.9 398.52

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,278百万円 20年3月期  5,729百万円

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  有  

   21年3月期の配当予想については未定  

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 17,700 △1.5 200 △68.4 140 △74.2 △470 ― △32.70

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、３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） 

（注）詳細は、３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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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）および「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。 
・上記に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により
上記予想数値と異なる場合があります。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  14,440,000株 20年3月期  14,440,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  72,757株 20年3月期  61,944株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  14,373,641株 20年3月期第3四半期  14,384,172株
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発

した金融市場の混乱が実体経済にも大きな影響を与え、輸出の減少、設備投資や個人消費の冷

え込みから、大幅な景気減速となりました。化学業界においても、昨年夏までの原油・原料価

格の高騰が、一転して秋以降の急落となりましたが、需要の急速な減少により、主要な取引先

である自動車やＩＴ関連産業などの減産が強化されていることから、当面厳しい状況が続くも

のと予想されます。 

このような状況のなかで、拡販努力を継続するとともに適正な売価の維持、徹底したコスト

の合理化や経費節減などに傾注して業績の改善に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は131億25百万円となり、前年

同期に比べて２億15百万円、1.7％の増収となりました。 

損益面におきましては、営業利益として３億91百万円（前年同期比22百万円、6.0％増）経常

利益として３億52百万円（前年同期比26百万円、8.2％増）となりましたが、当社第二工場跡地

の環境対策費用および建物等の固定資産除却損を特別損失として計上した結果、３億15百万円

（前年同期比△４億15百万円）の四半期純損失となり、厳しい環境の中で前年同期を大幅に下

回りました。 

[事業部門別の売上高の概況] 

当第３四半期連結

累計期間 
前年同期 増減 

区  分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

精密化学品部門 4,544 34.6 4,415 34.2 128 2.9 

機 能 材 部 門 2,293 17.5 2,688 20.8 △395 △14.7 

機 能 樹 脂 部 門 1,743 13.3 1,867 14.5 △124 △6.7 

化 成 品 部 門 4,269 32.5 3,674 28.5 594 16.2 

 

化学工業セグメント 12,850 97.9 12,646 98.0 203 1.6 

その他セグメント 274 2.1 263 2.0 11 4.3 

合 計 13,125 100.0 12,910 100.0 215 1.7 

 

①【化学工業セグメント】 

当セグメントの売上高は、128億50百万円となり、前年同期に比べて２億３百万円の増収

となりました。 

(精密化学品部門) 

医薬中間体の出荷数量が増加したため、当部門の売上高は45億44百万円となり、前年同

期に比べて１億28百万円の増収（前年同期比2.9％増）となりました。 

(機能材部門) 

ゴム薬品の出荷が好調に推移したものの、接着剤のバルク輸出等が減少したため、当部

門の売上高は22億93百万円となり、前年同期に比べて３億95百万円の減収（前年同期比    

△14.7％）となりました。 

(機能樹脂部門) 

紙用加工樹脂の出荷が減少したため、当部門の売上高は17億43百万円となり、前年同期

に比べて１億24百万円の減収（前年同期比△6.7％）となりました。 

-2-

田岡化学工業（4113）平成21年3月期　第3四半期決算短信



 

 

(化成品部門) 

可塑剤は、出荷数量の増加および原料価格の高騰に伴う売価の是正を行ったことにより、

当部門の売上高は42億69百万円となり、前年同期に比べて５億94百万円の増収（前年同期

比16.2％増）となりました。 

②【その他セグメント】 

当セグメントの化学分析受託事業の売上高は、２億74百万円となり、前年同期に比べて11

百万円の増収（前年同期比4.3％増）となりました。 

 

２．連結財政状態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額は194億97百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て15億44百万円の増加（前連結会計年度比8.6％増）となりました。これは、期末日が銀行休

業日による売掛債権の増加や建設仮勘定の増加等が主な要因であります。 

負債総額は142億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億96百万円の増加となりま

した。これは、短期借入金の増加６億88百万円、設備関係未払金（その他流動負債）の増加５

億45百万円、環境対策引当金の５億76百万円の増加等が要因であります。 

純資産は前連結会計年度末と比較し、４億51百万円減少の52億78百万円（前連結会計年度比

7.9％減）となりました。これは、利益剰余金の４億１百万円の減少等が主な要因であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平

成20年10月31日に公表した平成21年３月期通期の連結業績予想を修正いたしました。なお、

当該予想に関する詳細は、本日公表いたしました「業績予想の修正および配当予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理の適用） 

① たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２

四半期連結会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によ

っております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ

正味売却価額を見積り、簿価切下げを行なっております。 

② 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。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

①原価差異の繰延処理 

操業度が季節的に大きく変動することにより、年度の決算と同様の会計処理によると売

上高と売上原価の対応関係が適切に表示されないため、第３四半期連結会計期間の末日に

おける原価差異のうち、当連結会計年度の末日までにたな卸資産の原価に吸収されて消滅
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する性質の原価差異は、流動資産として繰延べております。 

②税金費用の計算 

一部の連結子会社については、当第３四半期連結累計期間を含む年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前当期純利益に当該見積

実効税率を乗じて計算しています。なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税

に含めて表示しております。 

 

(3) 四半期連結財務諸表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  第１四半期連結会計期間より「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  第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)を適用しております。 

なお、これによる当第３四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産の評価基準及び評価方法については、第１四半期連結会計期間より「たな

卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)を適用しております。この結果、

売上総利益、営業利益で37,532千円、経常利益で26,352千円減少し、税金等調整前四半

期純損失が66,613千円増加しております。 

④ リース取引に関する会計基準等の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）および「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間よ

り早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更

しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ

として算定する方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を引き続き採用しております。この結果、

当四半期連結累計期間におけるリース資産は重要性が乏しいため、オペレーティング・

リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っ

ております。なお、これによる当第３四半期連結財務諸表に与える影響は軽微でありま

す。 

-4-

田岡化学工業（4113）平成21年3月期　第3四半期決算短信



１ 【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３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 398,193 311,289 

受取手形及び売掛金 5,405,884 4,965,534 

商品 325,014 174,414 

製品 3,236,205 3,158,743 

原材料 1,263,885 918,684 

仕掛品 89,212 52,865 

その他 379,082 255,764 

流動資産合計 11,097,478 9,837,297 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,270,174 6,665,761 

減価償却累計額 △4,093,469 △4,215,286 

建物及び構築物（純額） 2,176,704 2,450,474 

機械装置及び運搬具 16,022,896 16,249,966 

減価償却累計額 △13,399,495 △13,351,615 

機械装置及び運搬具（純額） 2,623,401 2,898,351 

その他 3,575,258 2,765,812 

減価償却累計額 △1,383,763 △1,333,547 

その他（純額） 2,191,495 1,432,265 

有形固定資産合計 6,991,601 6,781,091 

無形固定資産   

のれん 13,400 53,600 

その他 253,958 318,097 

無形固定資産合計 267,358 371,697 

投資その他の資産   

その他 1,142,998 964,567 

貸倒引当金 △2,100 △2,100 

投資その他の資産合計 1,140,898 962,467 

固定資産合計 8,399,859 8,115,255 

資産合計 19,497,337 17,952,553 
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(単位：千円)

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,202,476 3,909,397 

短期借入金 3,951,753 3,263,195 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

1年内返済予定の長期借入金 128,892 131,542 

未払法人税等 8,205 50,381 

賞与引当金 183,481 341,359 

環境対策引当金 487,200 － 

その他 1,740,381 1,547,844 

流動負債合計 10,802,390 9,343,721 

固定負債   

社債 50,000 100,000 

長期借入金 1,621,500 1,116,542 

退職給付引当金 1,419,495 1,422,364 

役員退職慰労引当金 77,377 83,887 

環境対策引当金 89,426 － 

その他 158,581 156,066 

固定負債合計 3,416,380 2,878,860 

負債合計 14,218,771 12,222,582 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,572,000 1,572,000 

資本剰余金 1,008,755 1,008,755 

利益剰余金 2,679,233 3,080,957 

自己株式 △20,635 △18,381 

株主資本合計 5,239,353 5,643,331 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,508 57,569 

為替換算調整勘定 3,705 29,069 

評価・換算差額等合計 39,213 86,639 

純資産合計 5,278,566 5,729,971 

負債純資産合計 19,497,337 17,952,553 
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 13,125,470 

売上原価 10,922,285 

売上総利益 2,203,184 

販売費及び一般管理費  

運送費及び保管費 363,117 

給料及び手当 547,253 

退職給付引当金繰入額 24,767 

役員退職慰労引当金繰入額 14,439 

研究開発費 318,722 

その他 543,268 

販売費及び一般管理費合計 1,811,567 

営業利益 391,617 

営業外収益  

受取利息 443 

受取配当金 18,381 

その他 21,973 

営業外収益合計 40,797 

営業外費用  

支払利息 62,083 

その他 17,946 

営業外費用合計 80,030 

経常利益 352,384 

特別損失  

固定資産除却損 153,443 

出資金譲渡損 27,653 

たな卸資産評価損 40,260 

環境対策引当金繰入額 640,000 

特別損失合計 861,356 

税金等調整前四半期純損失（△） △508,972 

法人税、住民税及び事業税 29,719 

法人税等調整額 △223,215 

法人税等合計 △193,495 

四半期純損失（△） △315,476 
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(3) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

参考資料 

前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

当四半期 
(自 19.4.1 至 19.12.31) 科目 

金額(千円) 

 Ⅰ 売 上 高 12,910,345 

 Ⅱ 売 上 原 価 10,740,574 

売上総利益 2,169,770 

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,800,483 

営業利益 369,287 

 Ⅳ 営業外利益 26,060 

 Ⅴ 営業外費用 69,675 

経常利益 325,672 

 Ⅵ  特 別 損 失 133,985 

  税金等調整前四半期純利益 191,686 

 税金費用 91,558 

四半期純利益 100,128 
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