
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 三京化成株式会社 上場取引所 大 

コード番号 8138 URL http://www.sankyokasei-corp.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小川和夫

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 市川正治 TEL 06-6262-2881
四半期報告書提出予定日 平成21年11月12日 配当支払開始予定日 平成21年12月7日

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 9,405 △24.3 152 △43.2 206 △31.5 146 △1.7

21年3月期第2四半期 12,428 ― 268 ― 302 ― 149 ―

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2四半期 11.50 ―

21年3月期第2四半期 11.69 ―

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2四半期 12,438 7,078 56.9 554.11
21年3月期 11,816 6,856 58.0 536.76

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,078百万円 21年3月期  6,856百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 4.25 ― 4.25 8.50
22年3月期 ― 4.25

22年3月期 
（予想）

― 4.25 8.50

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 19,690 △13.3 340 △14.7 425 △5.1 275 23.6 21.53
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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、４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ます。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
可能性があります。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 15,600,000株 21年3月期  15,600,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,825,609株 21年3月期  2,825,430株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 12,775,106株 21年3月期第2四半期 12,778,776株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な金融危機に端を発した景気の
悪化に底打ちの兆しが見られたものの、企業業績の低下や雇用環境の悪化などが続き、先行きは不透明な
状況で推移いたしました。 
 このような状況の下、当社グループは、お客様本位の積極的な営業活動に注力するとともに、新商材の
開発と拡販、変化を先取りした提案型営業活動の推進などにより営業施策の強化に努めてまいりました。
しかしながら、情報関連や輸送機器関連など既存分野での需要の低迷が大きく影響し、売上高は94億５百
万円（前年同期比24.3％減）となりました。  
 また、利益面につきましては、売上総利益率の改善や経費削減に積極的に取り組みましたが、売上高が
減少したことにより営業利益は１億５千２百万円（前年同期比43.2％減）、持分法による投資利益１千万
円などがあり経常利益は２億６百万円（前年同期比31.5％減）、四半期純利益は売上高の低下に伴う売上
債権の減少及び貸倒引当率の低下等による貸倒引当金の戻入など、特別利益として３千９百万円を計上し
た結果１億４千６百万円（前年同期比1.7％減）となりました。 
 事業分野別の売上概況は、次のとおりであります。 
  
＜土木・建材資材関連分野＞ 
土木関連分野では、セメント添加剤やスポット受注の土木用薬剤の増加がありましたが、 民間工事

や設備投資の減少により、生コンやコンクリート二次製品向け混和材などが減少いたしました。 
 建材資材関連分野では、新規顧客の開拓による増加がありましたが、住宅着工件数の減少により樹脂
成型品やマンション向けシステム収納部材は減少いたしました。 
 この結果、売上高は32億９千３百万円（前年同期比15.5％減）となりました。 

  
＜情報・輸送機器関連分野＞ 
情報関連分野では、半導体や情報関連商材の一部に生産回復による伸長がありましたが、光学機器用

樹脂や電子部品関連向け商材は需要の低迷を受けて減少いたしました。 
 輸送機器関連分野では、二輪車向け電装部品や自動車向け部品用樹脂は得意先の在庫調整の影響を受
けて大幅に減少いたしました。 
 この結果、売上高は26億５千万円（前年同期比36.4％減）となりました。  

  
＜日用品関連分野＞ 
日用品関連分野では、製靴用途向け樹脂や光学関連向け樹脂などは輸出の低迷や競合激化などにより

減少し、化粧品向け原材料も減少いたしました。 
 フィルム関連分野では、食品用及び一般包装用フィルムは需要の低迷を受けて減少いたしました。 
 この結果、売上高は14億２百万円（前年同期比25.9％減）となりました。 

  
＜化学工業関連分野＞ 
繊維関連分野では、繊維処理剤の一部拡販がありましたが、工業用繊維資材向け薬剤や染色整理業界

向け薬剤などが需要の低迷を受けて減少いたしました。 
 その他の化学工業関連分野では、新規商流の開拓による増加がありましたが、輸出商材は在庫調整の
影響を受けて大幅に減少いたしました。 
 この結果、売上高は20億５千３百万円（前年同期比16.6％減）となりました。 

  

① 資産の部 
流動資産は前連結会計年度末に比べ、5.5％増加し、83億１千２百万円となりました。 

 これは主に、現金及び預金が５億２千３百万円、有価証券が５千３百万円増加し、受取手形及び売
掛金が１億４千１百万円減少したことによるものであります。 
 固定資産は前連結会計年度末に比べ、4.9％増加し、41億２千５百万円となりました。 
 これは主に、投資有価証券が３億４千４百万円増加し、減価償却等に伴い有形固定資産が１千４百
万円減少したことによるものであります。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、5.3％増加し、124億３千８百万円となりました。

  
② 負債の部 

流動負債は前連結会計年度末に比べ、8.4％増加し、49億８千８百万円となりました。 
 これは主に、支払手形及び買掛金が３億２千８百万円増加したことによるものであります。 
 固定負債は前連結会計年度末に比べ、3.2％増加し、３億７千１百万円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、8.1％増加し、53億６千万円となりました。 

  
③ 純資産の部 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ、3.2％増加し、70億７千８百万円となりました。 
 これは主に、その他有価証券評価差額金が１億２千９百万円増加したことによるものであります。

【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
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④ キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、11億５千

３百万円となり前連結会計年度末に比べ５億２千３百万円増加いたしました。 
 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果、増加した資金は６億９千６百万円（前年同四半期連結累計期間は６千万円の減

少）となりました。 
 これは主に、税金等調整前四半期純利益２億４千５百万円、売上債権の減少１億４千１百万円、
仕入債務の増加３億２千８百万円の収入に対し、法人税等の支払額５千９百万円の支出によるもの
です。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果、減少した資金は１億１千９百万円（前年同四半期連結累計期間は３億３千５百

万円の減少）となりました。 
 これは主に、定期預金払戻しによる収入１億円、投資有価証券の売却による収入５千１百万円に
対し、投資有価証券の取得による支出２億１千６百万円、無形固定資産の取得による支出５千万円
によるものであります。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果、減少した資金は５千４百万円（前年同四半期連結累計期間は５千５百万円の減

少）となりました。 
 これは主に、配当金の支払５千４百万円の支出によるものです。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月28日に発表いたしました連結業績予想の
数値を変更しておりません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
１）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。 
  

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。 
 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。 

  

① 債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱いの適用 
債権の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い（実務対応報告第26号平成20年12月５日）が公表

されたことに伴い、第１四半期連結会計期間から同実務対応報告を適用し、「その他有価証券」の一
部を「満期保有目的の債券」の区分に変更しております。 
 これに伴う当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,423,310 900,172

受取手形及び売掛金 6,316,893 6,458,120

有価証券 247,570 193,620

商品 276,795 303,369

その他 51,094 57,790

貸倒引当金 △2,842 △31,063

流動資産合計 8,312,820 7,882,008

固定資産   

有形固定資産 832,000 846,639

無形固定資産 53,267 7,862

投資その他の資産   

投資有価証券 3,118,785 2,774,032

その他 200,345 388,540

貸倒引当金 △78,587 △82,198

投資その他の資産合計 3,240,543 3,080,373

固定資産合計 4,125,810 3,934,875

資産合計 12,438,631 11,816,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,736,740 4,408,441

未払法人税等 100,750 60,168

賞与引当金 68,440 53,046

役員賞与引当金 6,000 15,000

その他 76,591 63,201

流動負債合計 4,988,522 4,599,857

固定負債   

退職給付引当金 938 828

役員退職慰労引当金 185,026 176,934

その他 185,678 182,378

固定負債合計 371,642 360,140

負債合計 5,360,165 4,959,998

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,716,600 1,716,600

資本剰余金 1,433,596 1,433,596

利益剰余金 4,363,316 4,270,855

自己株式 △574,283 △574,258

株主資本合計 6,939,229 6,846,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 109,691 △19,452

土地再評価差額金 29,545 29,545

評価・換算差額等合計 139,236 10,093

純資産合計 7,078,466 6,856,885

負債純資産合計 12,438,631 11,816,884
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 12,428,728 9,405,087

売上原価 11,394,010 8,555,529

売上総利益 1,034,718 849,558

販売費及び一般管理費 765,997 696,869

営業利益 268,721 152,688

営業外収益   

受取利息 4,615 9,293

受取配当金 30,572 26,633

持分法による投資利益 － 10,018

仕入割引 5,023 3,816

その他 5,732 7,975

営業外収益合計 45,944 57,737

営業外費用   

たな卸資産処分損 3,446 －

持分法による投資損失 4,336 －

売上割引 4,430 2,946

その他 346 644

営業外費用合計 12,560 3,590

経常利益 302,104 206,836

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7,347

貸倒引当金戻入額 － 31,832

特別利益合計 － 39,180

特別損失   

投資有価証券評価損 31,332 －

固定資産除却損 57 49

特別損失合計 31,390 49

税金等調整前四半期純利益 270,714 245,967

法人税、住民税及び事業税 121,287 99,070

法人税等合計 121,287 99,070

四半期純利益 149,427 146,896
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,179,371 4,953,454

売上原価 5,658,483 4,492,025

売上総利益 520,887 461,429

販売費及び一般管理費 388,374 360,567

営業利益 132,512 100,862

営業外収益   

受取利息 2,513 4,743

受取配当金 2,309 191

持分法による投資利益 － 5,255

仕入割引 2,565 1,750

その他 2,345 6,415

営業外収益合計 9,734 18,356

営業外費用   

たな卸資産処分損 1,710 －

持分法による投資損失 1,032 －

売上割引 2,202 1,540

その他 341 307

営業外費用合計 5,286 1,847

経常利益 136,960 117,371

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 26,072

特別利益合計 － 26,072

特別損失   

投資有価証券評価損 18,462 －

固定資産除却損 40 49

特別損失合計 18,502 49

税金等調整前四半期純利益 118,457 143,394

法人税、住民税及び事業税 53,182 56,293

法人税等合計 53,182 56,293

四半期純利益 65,275 87,100
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 270,714 245,967

減価償却費 15,506 23,345

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,188 △31,832

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,455 15,394

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,000 △9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 168 110

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,373 8,092

前払年金費用の増減額（△は増加） 13,653 △45

受取利息及び受取配当金 △35,187 △35,926

持分法による投資損益（△は益） 4,336 △10,018

有形固定資産除却損 57 49

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,347

投資有価証券評価損益（△は益） 31,332 －

売上債権の増減額（△は増加） △422,988 141,226

たな卸資産の増減額（△は増加） △125,471 26,574

その他の資産の増減額（△は増加） △45,225 8,899

仕入債務の増減額（△は減少） 323,577 328,298

その他の負債の増減額（△は減少） △2,812 5,969

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,274 11,488

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

5,760 －

その他 － △278

小計 31,164 720,965

利息及び配当金の受取額 38,163 34,909

法人税等の支払額 △129,526 △59,340

営業活動によるキャッシュ・フロー △60,199 696,534

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 200,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △8,390 △4,138

有形固定資産の売却による収入 － △23

無形固定資産の取得による支出 － △50,000

投資有価証券の取得による支出 △326,785 △216,357

投資有価証券の売却による収入 － 51,311

その他 △200,479 △91

投資活動によるキャッシュ・フロー △335,654 △119,298

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △1,571 △410

自己株式の売却による収入 94 325

配当金の支払額 △54,155 △54,013

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,632 △54,098

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △451,486 523,137

現金及び現金同等物の期首残高 850,173 630,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 398,687 1,153,310
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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