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（百万円未満切り捨て） 

１.平成 21 年 3 月期第３四半期の業績 （平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日） 
(1)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 6,863 － △140 － △222 － △229 －
20 年 3 月期第３四半期 7,532 △4.9 238 10.8 150 35.0 101 △52.5

   

 １株当たり 
当期純利益 

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 △13 86 － －

20 年 3月期第３四半期 6 13 － －
 

 

 (2)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３四半期 13,992 3,713 26.5 223 99 

20 年 3 月期  12,711 4,053 31.9 244 48 

（参考）自己資本     21 年 3 月期第 3四半期    3,713 百万円 20 年 3 月期     4,053 百万円  

 

２．配当の状況 

 1 株当たり配当金(円) 

（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     －     －     －     5.00     5.00 

21 年 3 月期     －     －     －     －     － 

21 年 3 月期(予想)     －     －     －     －     － 

（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
通  期 8,800 △12.2 △160 － △450 － △460 － △27 75

（注）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)簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用    ： 有 

〔（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。〕 

 

(2)四半期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 

②①以外の変更           ： 有 

〔（注）詳細は、５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)発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式含む) 21 年 3 月期第３四半期 16,623,613 株 20 年 3 月期           16,623,613 株 

②期末自己株式数         21 年 3 月期第３四半期     45,987 株 20 年 3 月期               42,983 株 

③期中平均株式数(四半期累計期間) 21 年 3 月期第３四半期 16,579,009 株 20 年 3 月期第３四半期 16,583,635 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.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 

2.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期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.経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国経済ならびに世界経済は、世界的な金融不安により急速に減速し、世界同時不況の

様相を呈しております。 

当社の属する化学業界は、国内外の景気減速に加え、自動車業界の急激な需要低迷の影響も受け、大変厳しい経

営環境を余儀なくされました。 

このような状況下、当社の業績は売上高においては、主力の紫外線吸収剤や化成品等が、国内外の景気減速と自

動車業界を中心とした急激な需要低迷から相当程度減少しており、またホーム産業の事業縮小に伴う減収などで全

体では 6,863 百万円（前年同期比 8.9％減）となりました。 

利益面では、売上高の減収に伴う悪化要因に加え、たな卸資産の健全化に向けて収益性の低下に伴う簿価切下げ

額 357 百万円を売上原価に計上したことなどにより、営業損失は 140 百万円（前年同期は営業利益 238 百万円）、

経常損失は 222 百万円(前年同期は経常利益 150 百万円)、四半期純損失は 229 百万円（前年同期は四半期純利益 101

百万円）と厳しい状況となりました。 

 

事業別の業績は次のとおりであります。 

 

（添加剤事業） 

当第３四半期の売上高は、主力の紫外線吸収剤が国内外の景気減速と自動車業界の需要低迷の影響も受け、海外

向けを中心に販売が不振となりました結果、前年同期比 150 百万円減(前年同期比 3.5％減)となり、全体では同 141

百万円減（同 3.2％減）の 4,343 百万円となりました。なお、一部の紫外線吸収剤等で、たな卸資産の収益性の低

下に伴う簿価切下げ額 83 百万円を売上原価に計上いたしました。 

 

（化成品事業） 

当第３四半期の売上高は、製紙用薬剤については顕色剤の販売が寄与し堅調に推移いたしましたが、写真薬中間

体、染顔料中間体、その他の化成品が需要低迷により総じて不振となり、全体では前年同期比 92 百万円減（前年同

期比 5.8％減）の 1,490 百万円となりました。なお、写真薬中間体等で、たな卸資産の収益性の低下に伴う簿価切

下げ額 147 百万円を売上原価に計上いたしました。 

 

（有機電子材料事業） 

当第３四半期の売上高は、有機 EL における携帯電話ディスプレィ用途をはじめ、需要が伸びてきており電子材料

関連全体で前年同期比 19 百万円増（前年同期比 16.3％増）の 136 百万円を計上いたしました。 

 

（ホーム産業事業） 

当第３四半期の売上高は、ＤＩＹ商品が、ホームセンター向けの販売縮小に伴い、前年同期比 354 百万円減(前年

同期比 76.6％減)となったこと、木材保存薬剤については、低採算品目の販売縮小に伴う減少により同 46 百万円減

(同 6.5％減)となったことを受け、全体では同 454 百万円減(同 33.7％減)の 893 百万円となりました。なお、長期

滞留在庫等で、たな卸資産の収益性の低下に伴う簿価切下げ額 107 百万円を売上原価に計上いたしました。 

 

・前年同四半期比増減率は、参考値であります。 
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（品目別販売実績）                                    （単位：百万円） 

当第３四半期 

（平成 21 年３月期） 

前年同第３四半期 

（平成 20 年３月期） 
増減 

事業区分 品目 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 

紫外線吸収剤 4,114,824 60.0 4,265,216 56.6 △150,391

酸化防止剤 108,549 1.6 107,149 1.4 1,399

防錆剤 37,120 0.5 41,754 0.6 △4,634

その他 83,051 1.2 71,390 0.9 11,661

添加剤事業 

小計 4,343,545 63.3 4,485,511 59.5 △141,965

製紙用薬剤 223,112 3.3 178,276 2.4 44,836

写真薬中間体 469,946 6.9 494,327 6.6 △24,380

染顔料中間体 87,969 1.3 109,865 1.5 △21,896

その他 709,624 10.2 800,405 10.5 △90,781

化成品事業 

小計 1,490,653 21.7 1,582,875 21.0 △92,222

有機電子材料事業 電子材料 136,002 2.0 116,984 1.6 19,017

木材保存薬剤 671,261 9.8 717,934 9.5 △46,673

ＤＩＹ商品 108,197 1.6 462,347 6.1 △354,149

その他 113,541 1.6 167,261 2.3 △53,720

ホーム産業事業 

小計 893,000 13.0 1,347,543 17.9 △454,543

合計 6,863,201 100.0 7,532,915 100.0 △669,713

 

2.財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期末（以下「当期」という）の総資産は、前事業年度末（以下「前期末」という）比 1,281 百万円増

加し、13,992 百万円となりました。流動資産は同 1,181 百万円増加の 8,669 百万円、固定資産は同 99 百万円増加

の 5,323 百万円となりました。 

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が 1,079 百万円、たな卸資産が 825 百万円増加いたしましたものの、

受取手形及び売掛金が 725 百万円減少したことによるものであり、固定資産の増加の主な要因は有形固定資産の増

加額 172 百万円と投資有価証券の減少額 46 百万円によるものであります。 

当期の負債は前期末比 1,621 百万円増加の 10,279 百万円となりました。流動負債は同 882 百万円増加の 7,549

百万円、固定負債は同 738 百万円増加の 2,730 百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、短期借入金が 600 百万円増加したことによるものであり、固定負債の増加の主な

要因は長期借入金の増加によるものであります。 

当期の純資産は前期末比 340 百万円減少し、3,713 百万円となりました。この減少の主な要因は、四半期純損失

が 229 百万円発生したこと、第 27 期期末配当金 82 百万円により、利益剰余金が 312 百万円減少したこと等による

ものであります。この結果、自己資本比率は、前期末の 31.9%から 26.5%となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売上債権の減少や金融機関借入による資

金調達などの増加要因がありましたことから前事業年度末に比し 1,109 百万円増加し、1,959 百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は、75 百万円となりました。 

これは主に減価償却費 215 百万円、売上債権の減少 725 百万円等の増加要因がありましたものの、税引前四半期

純損失 223 百万円、たな卸資産の増加 825 百万円が計上されたこと等によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、110 百万円となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出が146百万円あったことと定期預金の払戻しによる収入が30百万円あ

ったことによるものであります。 

財務活動の結果得られた資金は、1,296 百万円となりました。 

これは主に短期借入れによる収入 4,050 百万円、短期借入金の返済による支払額 3,450 百万円、長期借入れによ

る収入 1,550 百万円、長期借入金の返済による支払額 760 百万円、配当金の支払額 82 百万円を反映したものであり

ます。
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3.業績予想に関する定性的情報 

当事業年度末（平成 21 年３月）の業績予想につきましては、売上高においては、国内外の景気減速と自動車

業界の急激な需要低迷の影響も受け、主力の紫外線吸収剤や化成品等で相当程度の減収が見込まれること。ま

た、利益面では売上高減収に伴う悪化要因に加え、たな卸資産の健全化に向けて収益性の低下に伴う簿価切下

げ処理を実施し、更に推進していくことから、平成 20 年５月 19 日公表の「平成 20 年３月期決算短信」に記載

の業績予想数値を修正しております。 

 

4.その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   ①たな卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸高を省略し、第２四半期会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

   ②固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の定率法に基づく減価償却費については、当第３四半期会計期間を含む事業年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定しております。 

 

（２）四半期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当事業年度より「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

半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によって

おりましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成 18 年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表計上額に

ついては、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて営業損失、経常損失、四半期純損失はそれぞれ

357 百万円増加しております。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成 15 年６月 17

日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「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（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成 19 年３月 30 日改正））が平成 20 年４月１日以降開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適

用することができることになったことに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、

通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、平成20年３月31日以前に取引を開始した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によっております。 
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5 【 四 半 期 財 務 諸 表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円) 

当第３四半期会計期間末 
前事業年度に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年 12 月 31 日） （平成 20 年３月 31 日） 

資産の部    

 流動資産   

  現金及び預金  1,959,499  879,574

  受取手形及び売掛金  1,626,947  2,352,698

  商品及び製品  4,366,725  3,455,109

  仕掛品  151,969  174,532

  原材料及び貯蔵品  478,686  541,925

  その他  99,160  95,729

  貸倒引当金  △13,612  △11,404

  流動資産合計  8,669,375  7,488,165

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額）   1,352,472  1,351,133

   土地   2,980,462  2,980,462

   その他（純額）   653,987  483,248

  有形固定資産合計  4,986,922  4,814,844

  無形固定資産  105,441  131,725

  投資その他の資産   

   投資有価証券   115,598  161,981

   その他   138,205  137,115

   貸倒引当金   △22,551  △22,023

  投資その他の資産合計  231,252  277,074

  固定資産合計  5,323,616  5,223,643

 資産合計  13,992,992  12,711,809



- 7 - 

 ケミプロ化成㈱（4960）平成 21 年３月期第３四半期決算短信（非連結） 
(単位：千円) 

当第３四半期会計期間末 
前事業年度に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年 12 月 31 日） （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  1,904,265  1,958,761

  短期借入金  3,800,000  3,200,000

  １年以内返済予定の長期借入金  1,071,592  902,992

  未払法人税等  10,654  16,925

  賞与引当金  28,887  97,385

  その他  733,984  490,717

  流動負債合計  7,549,383  6,666,781

 固定負債   

  長期借入金  1,994,758  1,374,352

  役員退職慰労引当金  392,500  394,900

  退職給付引当金  223,064  202,989

  その他  119,988  19,196

  固定負債合計  2,730,310  1,991,438

 負債合計  10,279,694  8,658,220

純資産の部   

 株主資本   

  資本金  2,155,352  2,155,352

  資本剰余金  1,052,616  1,052,616

  利益剰余金  517,023  829,766

  自己株式  △12,912  △12,232

  株主資本合計  3,712,080  4,025,503

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金  1,217  28,085

  評価・換算差額等合計  1,217  28,085

 純資産合計  3,713,297  4,053,589

負債純資産合計  13,992,992  12,711,809
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(2)【四半期損益計算書】 

【第３四半期累計期間】 

                          (単位：千円) 

当第３四半期累計期間  

（自平成 20 年４月１日 

 至平成 20 年 12 月 31 日）
 

売上高  6,863,201  

売上原価  5,867,874  

売上総利益  995,327  

販売費及び一般管理費  1,136,131  

営業損失(△)  △140,804  

営業外収益   

 受取利息  343  

 受取配当金  2,733  

 その他  33,795  

 営業外収益合計  36,872  

営業外費用   

 支払利息  87,350  

 その他  30,738  

 営業外費用合計  118,089  

経常損失（△）  △222,020  

特別利益   

 固定資産売却益  672  

 特別利益合計  672  

特別損失   

 固定資産除却損  1,111  

 投資有価証券評価損  1,150  

 その他  15  

 特別損失合計  2,277  

税引前四半期純損失（△）  △223,624  

法人税、住民税及び事業税  6,214  

四半期純損失（△）  △229,839  
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【第３四半期会計期間】 

                          (単位：千円) 

当第３四半期会計期間  

（自平成 20 年 10 月１日 

 至平成 20 年 12 月 31 日）
 

売上高  1,704,465  

売上原価  1,571,032  

売上総利益  133,433  

販売費及び一般管理費  337,346  

営業損失(△)  △203,913  

営業外収益   

 受取利息  32  

 受取配当金  436  

 その他  18,542  

 営業外収益合計  19,012  

営業外費用   

 支払利息  31,544  

 その他  22,402  

 営業外費用合計  53,947  

経常損失（△）  △238,848  

特別損失   

 投資有価証券評価損  1,150  

 特別損失合計  1,150  

税引前四半期純損失（△）  △239,998  

法人税、住民税及び事業税  2,060  

四半期純損失（△）  △242,059  
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

                          (単位：千円) 

当第３四半期累計期間  

（自 平成 20 年４月１日 

 至 平成20年 12月 31日）
 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純損失（△）  △223,624  

 減価償却費  215,875  

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  20,074  

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △2,400  

 賞与引当金の増減額（△は減少）  △68,498  

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  2,736  

 受取利息及び受取配当金  △3,077  

 支払利息  87,350  

 売上債権の増減額（△は増加）  725,750  

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △825,812  

 仕入債務の増減額（△は減少）  △54,495  

 その他  147,268  

 小計  21,146  

 利息及び配当金の受取額  3,219  

 利息の支払額  △91,253  

 法人税等の支払額  △8,456  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △75,344  

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻しによる収入  30,000  

 有形固定資産の取得による支出  △146,301  

 有形固定資産の売却による収入  1,810  

 その他  3,649  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △110,841  

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  4,050,000  

 短期借入金の返済による支出  △3,450,000  

 長期借入れによる収入  1,550,000  

 長期借入金の返済による支出  △760,994  

 自己株式の取得による支出  △680  

 配当金の支払額  △82,461  

 その他  △9,753  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  1,296,110  

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  1,109,924  

現金及び現金同等物の期首残高  849,574  

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,959,499  
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務

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)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。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 
（１）（要約）四半期損益計算書 

                          (単位：千円) 

前年同四半期累計期間  

（平成 20年３月期第３四半期）  

Ⅰ 売上高  7,532,915  

Ⅱ 売上原価  6,077,068  

 売上総利益  1,455,846  

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,216,847  

 営業利益  238,999  

Ⅳ 営業外収益  31,289  

Ⅴ 営業外費用  119,313  

経常利益  150,975  

Ⅵ 特別利益  24  

Ⅶ 特別損失  43,020  

税引前四半期純利益  107,979  

法人税、住民税及び事業税  6,300  

四半期純利益  101,678  

 

 


