
平成２１年８月１３日 
  各    位 
                       会社名   児玉化学工業株式会社 
                       代表者名  取締役社長 石井 健 
                       （コード番号 4222 東証第 2 部） 
                       問合せ先  経理部長  小林 亜夫 
                       （TEL ０３－３８３４－０５１１） 
 

（訂正）「平成２１年度３月期第３四半期決算短信」の一部訂正について 
 
 本日（平成２１年８月１３日）付「過年度決算短信の一部変更について」にて公表い

たしましたとおり、「平成２１年３月期第３四半期決算短信等」（平成２１年２月   

１３日公表）について、別紙のとおり訂正をいたします。 
 
 なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下

線を付して表示しております。 
 

以  上 
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平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 児玉化学工業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 4222 URL http://kodama-chemical.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 宇川 進

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 小林 亜夫 TEL 03-3834-0511
四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

配当支払開始予定日 ―

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 14,231 ― 227 ― 93 ― △486 ―

20年3月期第3四半期 15,820 0.3 390 2.5 342 △8.0 624 159.0

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 △16.21 ―

20年3月期第3四半期 20.78 ―

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 15,735 2,609 13.5 70.53
20年3月期 13,085 3,322 21.9 95.22

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,117百万円 20年3月期  2,859百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ―

21年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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  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

通期 19,000 △9.3 250 △52.2 100 △74.3 △300 ― △9.99
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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、３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、３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 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)上記の予想は、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、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。 
(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3四半期 30,154,411株 20年3月期  30,154,411株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  134,659株 20年3月期  118,560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 30,027,135株 20年3月期第3四半期 30,042,750株
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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】

(訂正前)

（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 4,188,276 4,511,638 

短期借入金 5,468,559 3,257,202 

未払法人税等 98,416 103,599 

賞与引当金 40,867 52,132 

その他 1,179,304 828,681 

流動負債合計 10,975,423 8,753,254 

固定負債 

社債 250,000 250,000 

長期借入金 1,627,181 489,521 

退職給付引当金 67,166 37,302 

役員退職慰労引当金 43,360 49,220 

債務保証損失引当金 40,440 40,440 

その他の引当金 7,153 35,116 

その他 114,949 108,282 

固定負債合計 2,150,251 1,009,883 

負債合計 13,125,674 9,763,137 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,021,032 3,021,032 

資本剰余金 1,017,451 1,017,451 

利益剰余金 △1,573,923 △1,071,891

自己株式 △14,968 △13,568 

株主資本合計 2,449,592 2,953,023

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 37,159 648 

繰延ヘッジ損益 △14,220 △11,346 

為替換算調整勘定 △289,686 △16,964 

評価・換算差額等合計 △266,747 △27,661 

少数株主持分 426,481 396,914

純資産合計 2,609,326 3,322,276 

負債純資産合計 15,735,001 13,085,413 

児玉化学工業㈱ (4222) 平成21年３月期 第３四半期 決算短信
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(訂正後)

（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 4,188,276 4,511,638 

短期借入金 5,468,559 3,257,202 

未払法人税等 98,416 103,599 

賞与引当金 40,867 52,132 

その他 1,179,304 828,681 

流動負債合計 10,975,423 8,753,254 

固定負債 

社債 250,000 250,000 

長期借入金 1,627,181 489,521 

退職給付引当金 67,166 37,302 

役員退職慰労引当金 43,360 49,220 

債務保証損失引当金 40,440 40,440 

その他の引当金 7,153 35,116 

その他 114,949 108,282 

固定負債合計 2,150,251 1,009,883 

負債合計 13,125,674 9,763,137 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,021,032 3,021,032 

資本剰余金 1,017,451 1,017,451 

利益剰余金 △1,639,380 △1,137,349

自己株式 △14,968 △13,568 

株主資本合計 2,384,134 2,887,566

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 37,159 648 

繰延ヘッジ損益 △14,220 △11,346 

為替換算調整勘定 △289,686 △16,964 

評価・換算差額等合計 △266,747 △27,661 

少数株主持分 491,939 462,371

純資産合計 2,609,326 3,322,276 

負債純資産合計 15,735,001 13,085,413 

児玉化学工業㈱ (4222) 平成21年３月期 第３四半期 決算短信
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