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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 4,148 △49.2 194 △81.2 223 △79.3 67 △89.8
21年3月期第1四半期 8,170 ― 1,037 ― 1,078 ― 659 ―

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 3.40 ―
21年3月期第1四半期 33.49 ―

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 23,636 19,702 83.4 1,000.13
21年3月期 23,738 19,588 82.5 994.29

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  19,702百万円 21年3月期  19,588百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 ― 10.00 16.00

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

7,510 △51.8 350 △79.3 420 △75.9 260 △74.3 13.20

通期 16,790 △31.0 1,480 10.7 1,600 9.7 990 56.2 50.25
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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）  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 
上記の予想は、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、実際の業績は、今後の様々な要因により異なる
可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、4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参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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 20,680,000株 21年3月期  20,680,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  979,853株 21年3月期  978,799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 19,700,900株 21年3月期第1四半期 19,703,106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 1四半期（平成 21年 4 月 1日〜平成 21 年 6 月 30 日)の日本経済は、前連結会計年度後半

の経済危機に伴う極端な需要減退からは脱し、生産や輸出など一部に持ち直しの動きが見られた

ものの、企業収益や設備投資が大幅に減少し、景気は依然として厳しい状況が続きました。 

このような環境のもと、当社グループは、新製品や新規用途開発品を中心に販売・生産数量の

確保、需要低迷下でも一定利益を確保するための低コスト体質強化に努めましたが、当第 1四半

期の売上高は、主力の薬品事業が、販売数量減に加え、主要原料の非鉄金属相場下落に伴う売価

ダウンにより伸び悩み、前年同四半期比 4,021 百万円 49.2%減の 4,148 百万円となりました。利

益面では、前連結会計年度に引き続いてのコスト・経費の引下げ、在庫管理の徹底等による棚卸

資産の評価損の前連結会計年度末よりの縮小等がありましたが、前連結会計年度後半の生産数量

減に伴う原価高の在庫品の影響、上記、非鉄金属相場下落に伴う売価下落が原価に先行したこと

によるマイナス、前連結会計年度の設備投資増による減価償却費の増加等によって、営業利益は、

前年同四半期比 842 百万円 81.2%減の 194 百万円となりました。経常利益は前年同四半期比 854

百万円 79.3%減の 223 百万円、四半期純利益は、特別損失として投資有価証券の評価損 99百万

円を計上したこと等により前年同四半期比 592 百万円 89.8%減の 67 百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

ま当第 1四半期連結会計期間末における流動資産は、原材料等の棚卸資産が在庫管理の徹底に努

めたこと等により減少し、この分現金及び預金が増加し、前連結会計年度末比 22 百万円の微増と

なりました。また、固定資産は投資有価証券が時価の上昇により増加したものの機械装置等の有

形固定資産が減少し、前連結会計年度末比 124 百万円減となり、この結果、総資産は前連結会計

年度末に比べ 102 百万円減の、23,636 百万円となりました。一方、負債はその他に含まれる設備

関係支払手形が大幅に減少し、流動負債は前連結会計年度末比 181 百万円減の 3,253 百万円とな

りました。 

また純資産の部は、利益剰余金が減少したものの、株価や為替などの変動から生ずる評価・換

算差額等のマイナスが縮小し、純資産は前連結会計年度末比113百万円増の19,702百万円となり、

自己資本比率は前年度末の 82.5%から 83.4%となりました。 

（キャッシュ・フローについて） 

当第 1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動に

よるキャッシュ・フローで 1,217 百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで 727 百万円

減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 111 百万円減少し、この結果、当第 1四半期連結会

計期間末は、前連結会計年度末に比べ 403 百万円増加し、5,544 百万円となりました。また、前

年同四半期比では 3,500 百万円の増加となりました。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 1 四半期連結会計期間における営業活動による資金は、1,217 百万円の増加（前年同四半

期は 1,072 百万円の資金の増加）となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が

116 百万円と低水準であったものの、棚卸資産の減少額 421 百万円、減価償却費 284 百万円、仕

入債務の増加額 228 百万円、その他の営業活動による収入額 243 百万円等により資金が増加した

ことであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 1 四半期連結会計期間における投資活動による資金は、727 百万円の減少（前年同四半期

は 48 百万円の資金の減少）となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が

726 百万円あったこと等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 1 四半期連結会計期間における財務活動による資金は、111 百万円の減少（前年同四半期

は 10 百万円の資金の減少）となりました。この主な要因は、短期借入金の純増額が 58 百万円あ

ったものの、配当金の支払が 160 百万円あったこと等であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

    連結業績見通しについて当第 1 四半期決算を踏まえ検討いたしました結果、平成 21 年 5 月 14

日発表の第 2四半期連結累計期間および通期の予想を変更いたしておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

(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 

①簡便な会計処理 

1)一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第 1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化 

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお 

ります。 

  2)棚卸資産の評価方法 

   棚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、簿価切下げを行う方法によっております。 

  3)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。 
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  ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

1)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会計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。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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：千円未満切捨て)

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 5,544,934 5,141,383

受取手形及び売掛金 4,952,910 4,922,201

商品及び製品 722,875 872,636

仕掛品 754,186 812,206

原材料及び貯蔵品 939,413 1,147,530

繰延税金資産 221,429 221,871

その他 526,369 521,733

貸倒引当金 △4,210 △3,870

流動資産合計 13,657,908 13,635,694

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,957,433 3,123,800

その他 3,386,595 3,399,498

有形固定資産合計 6,344,028 6,523,298

無形固定資産 11,840 12,014

投資その他の資産   

投資有価証券 1,507,514 1,346,833

その他 2,136,595 2,242,052

貸倒引当金 △21,270 △21,270

投資その他の資産合計 3,622,839 3,567,614

固定資産合計 9,978,708 10,102,928

資産合計 23,636,616 23,738,622

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,806,184 1,570,821

短期借入金 468,000 410,000

未払法人税等 55,343 47,339

賞与引当金 78,000 170,000

役員賞与引当金 5,000 20,000

その他 840,972 1,216,530

流動負債合計 3,253,499 3,434,691

固定負債   

繰延税金負債 116,557 100,713

退職給付引当金 389,336 401,906

環境対策引当金 9,749 10,942

その他 164,769 201,603

固定負債合計 680,412 715,165

負債合計 3,933,912 4,149,856

日本化学産業㈱　（4094）　平成22年3月期　第1四半期決算短信

6



(単位千円：千円未満切捨て)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,034,000 1,034,000

資本剰余金 545,602 545,602

利益剰余金 18,647,335 18,737,929

自己株式 △390,033 △389,490

株主資本合計 19,836,904 19,928,041

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,515 △117,322

為替換算調整勘定 △164,715 △221,953

評価・換算差額等合計 △134,200 △339,275

純資産合計 19,702,704 19,588,766

負債純資産合計 23,636,616 23,738,622
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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：千円未満切捨て)

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 8,170,278 4,148,739

売上原価 6,529,110 3,477,749

売上総利益 1,641,168 670,990

販売費及び一般管理費 604,028 476,448

営業利益 1,037,140 194,542

営業外収益   

受取利息 157 211

受取配当金 23,785 19,087

その他 29,252 17,501

営業外収益合計 53,195 36,801

営業外費用   

支払利息 5,461 3,005

その他 6,544 4,954

営業外費用合計 12,006 7,960

経常利益 1,078,329 223,383

特別損失   

固定資産除却損 5,082 6,394

固定資産売却損 － 691

投資有価証券評価損 － 99,999

特別損失合計 5,082 107,086

税金等調整前四半期純利益 1,073,246 116,297

法人税等 413,308 49,281

四半期純利益 659,938 67,015
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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：千円未満切捨て)

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 1,073,246 116,297

減価償却費 203,885 284,158

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 340

賞与引当金の増減額（△は減少） △177,000 △92,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 △15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,694 △12,570

長期未払金の増減額（△は減少） △16,600 △30,668

環境対策引当金の増減額 － △1,193

固定資産除却損 5,082 6,394

固定資産売却損益（△は益） － 691

投資有価証券評価損益（△は益） － 99,999

保険配当金 － △245

受取利息及び受取配当金 △23,942 △19,299

支払利息 5,461 3,005

為替差損益（△は益） 0 △5,090

売上債権の増減額（△は増加） 72,868 △9,948

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,814 421,257

仕入債務の増減額（△は減少） 295,334 228,868

未払消費税等の増減額（△は減少） △63,996 9,745

その他 407,966 243,513

小計 1,784,426 1,228,256

利息及び配当金の受取額 24,146 19,301

利息の支払額 △5,461 △3,005

法人税等の支払額 △730,910 △27,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,072,201 1,217,288

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 △83,176 △726,351

有形固定資産の売却による収入 － 1,366

投資有価証券の取得による支出 △181 △12,632

生命保険掛金の解約による収入 39,719 15,000

生命保険掛金の積立による支出 △4,765 △3,991

その他 △546 △915

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,951 △727,523
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(単位千円：千円未満切捨て)

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) 

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 618,000 235,000

短期借入金の返済による支出 △437,200 △177,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △11,099 △8,288

自己株式の取得による支出 △1,281 △543

配当金の支払額 △179,394 △160,448

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,975 △111,279

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49,733 25,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 962,540 403,550

現金及び現金同等物の期首残高 1,081,706 5,141,383

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,044,247 5,544,934
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（4）継続企業の前提に関する注記 

    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） 

     該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

【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：千円未満切り捨て) 

 薬  品 

事  業 

建  材 

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             
 (2) セグメント間の内部売上高 
     又は振替高 

7,640,031

－

530,246

－

8,170,278

－

 

－ 

－ 

8,170,278

－

計 7,640,031 530,246 8,170,278 － 8,170,278

 営業利益 1,061,692 101,435 1,163,127 (125,987) 1,037,140

（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 

      薬品事業    銅・錫・ニッケル・コバルト等の金属化合物、ナフテン酸・オクチル酸等の金属石鹸、電 

池用薬品、表面処理用光沢剤・添加剤、無電解ニッケルめっき液、めっき加工 

      建材事業    アルミ製よろい戸・観音開きよろい戸、鋼製雨戸、防火通気見切り縁、手摺・笠木等の住 

宅用建材製品、外装用パネル、制御盤用熱交換器「クールフィン」ほかその他建材製品 

 

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：千円未満切り捨て) 

 薬  品 

事  業 

建  材 

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             
 (2) セグメント間の内部売上高 
     又は振替高 

3,749,641

－

399,098

－

4,148,739

－

 

－ 

－ 

4,148,739

－

計 3,749,641 399,098 4,148,739 － 4,148,739

 営業利益 243,470 43,568 287,038 (92,496) 194,542

（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 

      薬品事業    銅・錫・ニッケル・コバルト等の金属化合物、ナフテン酸・オクチル酸等の金属石鹸、電 

池用薬品、表面処理用光沢剤・添加剤、無電解ニッケルめっき液、めっき加工 

      建材事業    アルミ製よろい戸・観音開きよろい戸、鋼製雨戸、防火通気見切り縁、手摺・笠木等の住 

宅用建材製品、外装用パネル、制御盤用熱交換器「クールフィン」ほかその他建材製品 

 

２．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額に占める「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。 
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３．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）   （単位千円：千円未満切り捨て) 

  アジア・オセアニア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 1,284,542 7,108 1,291,651

Ⅱ 連結売上高 － － 8,170,278

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 15.7 0.1 15.8

（注）1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   2.各区分に属する主な国又は地域 

    アジア・オセアニア：東アジア及び東南アジア諸国、オーストラリア、ニュージーランド 

    その他      ：米国、ヨーロッパ諸国他 
   3.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
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：千円未満切り捨て) 

  アジア・オセアニア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 636,149 512 636,661

Ⅱ 連結売上高 － － 4,148,739

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 15.3 0.0 15.3

（注）1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   2.各区分に属する主な国又は地域 

    アジア・オセアニア：東アジア及び東南アジア諸国、オーストラリア、ニュージーランド 

    その他      ：米国、ヨーロッパ諸国他 
   3.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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

     該当事項はありません。 
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