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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 6,524 △3.8 696 120.5 749 97.1 441 97.5
21年3月期第1四半期 6,779 ― 315 ― 380 ― 223 ―

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

22年3月期第1四半期 18.58 ―

21年3月期第1四半期 9.33 ―

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

22年3月期第1四半期 29,165 22,591 76.2 935.77
21年3月期 28,690 22,107 75.8 915.60

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  22,225百万円 21年3月期  21,747百万円

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

21年3月期 ― 9.50 ― 10.00 19.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

11,600 △16.9 750 △9.6 780 △11.9 450 △14.5 18.94

通期 25,500 △2.5 1,700 0.5 1,750 △3.8 1,050 19.0 44.20
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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）  有  
新規  1社     除外  －社 
[（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。] 

(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） 

(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 

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。 
業績予想の前提となる条件等については、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 25,372,447株 21年3月期  25,372,447株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,620,996株 21年3月期  1,620,823株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 23,751,575株 21年3月期第1四半期 23,953,892株
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当第１四半期におけるわが国経済は、輸出や生産の一部に持ち直しの兆しが見られるものの、昨年度後

半以降の急激な景気後退による企業収益の悪化傾向は継続しており、設備投資の大幅な減少や雇用情勢の

更なる悪化など、景気の先行きは依然として厳しい状況にあります。 

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、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に努めてまいりましたが、景気の落ち込みの影響を大きく

受け工業用製品事業では減収となりました。一方、当第１四半期に入り新型インフルエンザへの対応によ

り、家庭用製品事業で売上・利益が増加いたしました。 

この結果、当第１四半期の連結売上高は６５億２千４百万円（前年同期比９６．２％）と若干減収とな

りましたが、利益面では連結営業利益６億９千６百万円（同２２０．５％）、連結経常利益７億４千９百

万円（同１９７．１％）となり、連結四半期純利益でも４億４千１百万円（同１９７．５％）と大幅増益

となりました。 

  

〔工業用製品〕 

世界的な金融・経済危機による景気後退局面の中で厳しい経営環境が続き、販売数量が大きく減少し、

原料価格高騰の影響なども受けました。しかし「医薬用リン脂質」の出荷などにより利益は堅調に推移い

たしました。 
  
〔家庭用製品〕 

感染予防対策関連商品の販売に注力するなか、新型インフルエンザの影響により需要が大きく拡大し、

当第1四半期においては、売上高・利益ともに増加いたしました。 
  
〔不動産〕 

マンション分譲事業における完成・引渡し予定の大半が来春であるため、売上高は減少いたしました

が、経費削減に努めた結果、利益は堅調に推移いたしました。 
  
〔その他〕 

医薬品業界からの安全性試験の受託増により、売上高・利益ともに増加いたしました。 

  
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末（以下「前期末」という。）比４億７千５百

万円増加し、２９１億６千５百万円となりました。これは主として、現金及び預金などの増加により流動

資産が２億円増加し、投資有価証券の評価替などにより固定資産が２億７千４百万円増加したことによる

ものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は前期末比８百万円減少し、６５億７千４百万円となりました。こ

れは主として、短期借入金などの減少により流動負債が４千６百万円減少し、繰延税金負債などの増加に

より固定負債が３千７百万円増加したことによるものであります。  

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前期末比４億８千４百万円増加し、２２５億９千１百万円と

なりました。これは主として、当期純利益により株主資本が２億３百万円増加し、その他有価証券評価差

額金の増加により評価・換算差額等が２億７千４百万円増加したことによるものであります。 

  

平成21年４月28日に公表いたしました平成22年３月期の第２四半期累計期間及び通期業績予想に修正は

ありません。家庭用製品事業では、当第1四半期において売上高・利益が計画を上回って推移しており、

今後の動向により業績予想を修正した場合は、すみやかにお知らせいたします。 

  

【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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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平成21年4月15日付けで、工業用製品販売会社として連結子会社「日隆精化國際股份有限公司」を台

湾に設立し、当第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

（名称）      日隆精化國際股份有限公司 

（住所）      台湾 台北 

（資本金）     20百万新台湾ドル 

（主要な事業の内容）工業用製品販売 

（議決権の所有割合）75.0％ 

①簡便な会計処理 

・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。 

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。 

該当事項はありません。 

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1四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,838,693 1,406,732

受取手形及び売掛金 6,257,112 6,537,156

商品及び製品 1,759,904 1,834,649

販売用不動産 782,457 1,055,515

仕掛品 1,079,458 1,020,518

仕掛販売用不動産 1,203,518 1,193,681

原材料及び貯蔵品 1,250,559 1,243,188

繰延税金資産 271,077 187,866

その他 523,041 284,098

貸倒引当金 △10,298 △8,879

流動資産合計 14,955,526 14,754,526

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,444,923 3,507,169

機械装置及び運搬具（純額） 1,126,686 1,172,269

土地 4,028,784 4,028,784

建設仮勘定 95,317 85,299

その他（純額） 344,140 358,046

有形固定資産合計 9,039,853 9,151,569

無形固定資産 331,513 341,636

投資その他の資産   

投資有価証券 4,633,707 4,115,585

繰延税金資産 31,600 148,298

その他 173,517 178,586

投資その他の資産合計 4,838,825 4,442,470

固定資産合計 14,210,192 13,935,676

資産合計 29,165,718 28,690,203
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（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,398,639 3,178,698

短期借入金 － 400,000

未払金 705,138 746,985

未払法人税等 322,429 236,786

賞与引当金 527,245 359,774

役員賞与引当金 9,416 37,605

その他 567,172 616,856

流動負債合計 5,530,041 5,576,707

固定負債   

繰延税金負債 245,987 124,226

退職給付引当金 584,741 574,107

長期未払金 62,977 160,112

長期預り保証金 137,839 141,601

その他 12,609 6,115

固定負債合計 1,044,155 1,006,163

負債合計 6,574,197 6,582,870

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 6,803,362

利益剰余金 10,023,039 9,819,182

自己株式 △1,021,290 △1,021,203

株主資本合計 21,738,333 21,534,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 517,629 209,720

繰延ヘッジ損益 △1,129 956

為替換算調整勘定 △28,914 1,951

評価・換算差額等合計 487,585 212,628

少数株主持分 365,602 360,140

純資産合計 22,591,521 22,107,332

負債純資産合計 29,165,718 28,690,203
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,779,277 6,524,611

売上原価 5,417,503 4,803,069

売上総利益 1,361,774 1,721,542

販売費及び一般管理費 1,045,931 1,025,027

営業利益 315,842 696,515

営業外収益   

受取利息 9,517 3,436

受取配当金 55,819 44,785

雑収入 10,777 11,618

営業外収益合計 76,114 59,840

営業外費用   

支払利息 4,216 1,451

為替差損 6,347 3,449

雑損失 836 1,461

営業外費用合計 11,400 6,362

経常利益 380,556 749,993

特別利益   

固定資産売却益 152 －

投資有価証券売却益 － 246

特別利益合計 152 246

特別損失   

固定資産売却損 10 －

固定資産除却損 1,257 3,061

特別損失合計 1,267 3,061

税金等調整前四半期純利益 379,441 747,177

法人税、住民税及び事業税 94,543 356,494

法人税等調整額 59,750 △53,313

法人税等合計 154,294 303,180

少数株主利益 1,611 2,621

四半期純利益 223,535 441,375
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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）

前第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) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21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 379,441 747,177

減価償却費 206,207 182,119

のれん償却額 3,019 385

負ののれん償却額 △248 △248

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76 1,418

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,157 10,633

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 △48,221

支払利息 4,216 1,451

為替差損益（△は益） △2,996 △323

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,115 3,061

売上債権の増減額（△は増加） 582,352 278,199

たな卸資産の増減額（△は増加） 258,230 265,503

預り保証金の増減額（△は減少） 7,247 △3,761

仕入債務の増減額（△は減少） 93,087 372,038

その他 △647,459 △190,494

小計 645,608 1,618,938

利息及び配当金の受取額 63,603 48,024

利息の支払額 △4,178 △1,451

法人税等の支払額 △429,289 △263,880

営業活動によるキャッシュ・フロー 275,743 1,401,631

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 △322,228

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 △351

投資有価証券の売却による収入 － 479

貸付金の回収による収入 400,340 112

投資活動によるキャッシュ・フロー 73,642 △321,987

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 △400,000

少数株主からの払込みによる収入 － 14,638

リース債務の返済による支出 － △738

配当金の支払額 △216,061 △237,516

少数株主への配当金の支払額 △2,740 △4,160

自己株式の取得による支出 △159,281 △102

自己株式の売却による収入 16 13

財務活動によるキャッシュ・フロー △979,867 △627,864

現金及び現金同等物に係る換算差額 71,235 △19,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △559,245 431,961

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,126 1,406,732

現金及び現金同等物の四半期末残高 872,881 1,838,693
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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） 

 
（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 

  
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：千円） 

 
（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】 

前第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）及び当第１四半期連結累計

期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

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

3,804,402 2,075,295 417,858 227,055 6,524,611 － 6,524,611

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

44,689 18,695 6,222 － 69,606 (69,606) －

計 3,849,092 2,093,990 424,080 227,055 6,594,218 (69,606) 6,524,611

  営業利益 210,365 444,898 21,854 19,396 696,515 (－) 696,515
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【海外売上高】 

前第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） 

 
（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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
（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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

Ⅰ 海外売上高(千円) 834,689

Ⅱ 連結売上高(千円) 6,524,611

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 12.8

(6) 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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