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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 9,455 △39.3 804 △52.4 852 △51.1 452 △55.4
21年3月期第2四半期 15,584 ― 1,687 ― 1,746 ― 1,013 ―

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 22.96 ―
21年3月期第2四半期 51.44 ―

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 24,476 20,154 82.3 1,023.05
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2四半期  20,154百万円 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
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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年3月期 ― 6.00
22年3月期 

（予想）
― 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 △19.1 1,950 45.8 2,030 39.1 1,220 92.4 61.93
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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、4～5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) 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2四半期 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2四半期  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2四半期 19,700,521株 21年3月期第2四半期 19,702,392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 2四半期連結累計期間（平成 21 年 4 月 1日〜平成 21年 9 月 30 日)の日本経済は、前期後

半の経済危機に伴う極端な需要減退、生産調整からは脱し、在庫調整の進展及び昨年来の経済対

策の効果並びに海外経済持ち直しに伴う輸出の増加等により、1月〜3月を底に回復局面に入った

ものの、一方で企業収益は依然として厳しく、設備投資が低水準に留まり、雇用情勢の改善も見

られず、先行き不安が拭えないまま推移いたしました。 

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、低コスト体質強化に努めましたが、当第 2四半期連結累計期間の売上高は、主力の薬品事

業において、在庫調整の一巡に伴う需要増により販売数量が直前期比では伸びたものの、前年同

期の水準には至らなかったこと、主要原料の非鉄金属相場も前年同期比では下落し売価も低下し

たこと等により前年同四半期比6,128百万円 39.3%減の9,455百万円となりました。利益面では、

前期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期末

よりの縮小等はありましたが、前年同期比での販売数量の減、前期後半の生産数量減に伴う原価

高の在庫品の影響、前期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 883 百万円 52.4%減の 804 百万円となりました。経常利益は前年同四半期比 893 百万円 

51.1%減の 852 百万円、四半期純利益は前年同四半期比 561 百万円 55.4%減の 452 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 

当第 2四半期連結会計期間末における流動資産は、棚卸資産が在庫管理の徹底に努めたこと等

により減少したものの、売上債権、現金及び預金が増加し、前連結会計年度末比 829 百万円増と

なり、また、固定資産は投資有価証券の時価が上昇し投資その他の資産が増加したものの、機械

装置及び運搬具等の有形固定資産が減少し、前連結会計年度末比 90 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 738 百万円増の、24,476 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減少したものの、仕入債務が増加し、負債は前連結会計年度

末比 172 百万円増の 4,322 百万円となりました。 

また純資産は、連結剰余金の増加、株価や為替などの変動から生ずる評価・換算差額等の増加

等により、前連結会計年度末比 565 百万円増の 20,154 百万円となりましたが、総資産の増加を下

回ったため自己資本比率は前年度末の 82.5％から 82.3％と若干低下しました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累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 1,585 百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで 1,293 百万

円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 198 百万円減少し、この結果、当第２四半期連結

累計期間末は、前連結会計年度末に比べ 118 百万円増加し、5,260 百万円となりました。また、
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前年同四半期比では 2,717 百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、1,585 百万円の増加(前年同四半期

は 2,090 百万円の資金の増加)となりました。この主な要因は、売上債権の増加額 1,230 百万円が

あったものの、税金等調整前四半期純利益が 745 百万円、仕入債務の増加額 658 百万円、減価償

却費 576 百万円、法人税等の還付額 363 百万円、棚卸資産の減少額 274 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２四半期連結累計期間における投資活動による資金は、1,293 百万円の減少(前年同四半期

は 247 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

1,106 百万円、定期預金の預け入れによる支出が 200 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２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、198 百万円の減少(前年同四半期は

330 百万円の資金の減少)となりました。この主な要因は、配当金の支払い額が 157 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きましては、下半期の事業環境が依然として不透明ではありますが、第 2

四半期連結累計期間の業績過達分を踏まえ、平成 21年 10 月 29 日発表の「業績予想の修正に関す

るお知らせ」の通り、上方修正いたしております。 

 

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 2四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 
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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 

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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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 5,460,190 5,141,383

受取手形及び売掛金 6,185,195 4,922,201

商品及び製品 713,005 872,636

仕掛品 808,130 812,206

原材料及び貯蔵品 1,044,867 1,147,530

繰延税金資産 221,419 221,871

その他 36,860 521,733

貸倒引当金 △4,950 △3,870

流動資産合計 14,464,719 13,635,694

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,786,355 3,123,800

その他（純額） 3,514,436 3,399,498

有形固定資産合計 6,300,792 6,523,298

無形固定資産 11,666 12,014

投資その他の資産   

投資有価証券 1,581,544 1,346,833

その他 2,136,852 2,242,052

貸倒引当金 △18,608 △21,270

投資その他の資産合計 3,699,788 3,567,614

固定資産合計 10,012,247 10,102,928

資産合計 24,476,966 23,738,622

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,238,556 1,570,821

短期借入金 375,000 410,000

未払法人税等 233,496 47,339

賞与引当金 250,000 170,000

役員賞与引当金 10,000 20,000

その他 516,512 1,216,530

流動負債合計 3,623,565 3,434,691

固定負債   

繰延税金負債 159,598 100,713

退職給付引当金 378,097 401,906

環境対策引当金 9,532 10,942

その他 151,908 201,603

固定負債合計 699,136 715,165

負債合計 4,322,702 4,149,856
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（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) 

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 19,032,724 18,737,929

自己株式 △390,033 △389,490

株主資本合計 20,222,293 19,928,041

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 74,390 △117,322

為替換算調整勘定 △142,420 △221,953

評価・換算差額等合計 △68,029 △339,275

純資産合計 20,154,263 19,588,766

負債純資産合計 24,476,966 23,738,622
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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 15,584,274 9,455,592

売上原価 12,715,460 7,610,779

売上総利益 2,868,814 1,844,812

販売費及び一般管理費 1,180,829 1,040,645

営業利益 1,687,985 804,166

営業外収益   

受取利息 4,079 3,373

受取配当金 26,556 19,230

不動産賃貸料 18,594 18,555

還付加算金 － 12,020

その他 32,990 12,993

営業外収益合計 82,220 66,173

営業外費用   

支払利息 10,765 6,199

売上割引 6,826 4,517

賃貸収入原価 6,253 6,140

その他 288 512

営業外費用合計 24,134 17,370

経常利益 1,746,071 852,970

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4 1,581

固定資産売却益 122 －

特別利益合計 126 1,581

特別損失   

固定資産売却損 － 706

固定資産除却損 15,247 8,588

投資有価証券評価損 99,293 99,999

特別損失合計 114,540 109,295

税金等調整前四半期純利益 1,631,657 745,256

法人税等 618,112 292,852

四半期純利益 1,013,544 452,404
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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 1,631,657 745,256

減価償却費 417,554 576,794

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △1,581

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 80,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,707 △23,809

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（△は減少） － △1,410

固定資産除却損 15,247 8,588

固定資産売却損益（△は益） △122 706

投資有価証券評価損益（△は益） 99,293 99,999

保険配当金 － △481

受取利息及び受取配当金 △30,636 △22,604

支払利息 10,765 6,199

為替差損益（△は益） 0 2,554

売上債権の増減額（△は増加） 657,172 △1,230,674

たな卸資産の増減額（△は増加） 348,988 274,025

仕入債務の増減額（△は減少） △119,720 658,456

未払消費税等の増減額（△は減少） △65,954 8,505

その他 △33,439 65,505

小計 2,850,498 1,205,363

利息及び配当金の受取額 30,712 22,606

利息の支払額 △10,765 △6,199

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △779,458 363,236

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,090,987 1,585,006

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △200,000

有形固定資産の取得による支出 △184,974 △1,106,747

有形固定資産の売却による収入 280 1,396

投資有価証券の取得による支出 △91,896 △13,045

関係会社株式の売却による収入 － 36,991

生命保険掛金の解約による収入 39,719 62,203

生命保険掛金の積立による支出 △57,239 △68,706

保険積立金の解約による収入 48,952 －

その他 △2,664 △5,222

投資活動によるキャッシュ・フロー △247,822 △1,293,130

日本化学産業㈱　（4094）　平成22年3月期　第2四半期決算短信
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（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) 

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 730,000 355,000

短期借入金の返済による支出 △875,200 △390,000

差入保証金の回収による収入 15,900 14,050

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △22,617 △18,707

自己株式の取得による支出 △1,551 △543

自己株式の売却による収入 15 －

配当金の支払額 △177,365 △157,892

財務活動によるキャッシュ・フロー △330,819 △198,093

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51,287 25,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,461,057 118,806

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 2,542,764 5,260,190

日本化学産業㈱　（4094）　平成22年3月期　第2四半期決算短信
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（4）継続企業の前提に関する注記 

当第 2四半期累計期間（自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 21 年 9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 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）   （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 

14,460,124

－

1,124,150

－

15,584,274

－

 

－ 

－ 

15,584,274

－

計 14,460,124 1,124,150 15,584,274 － 15,584,274

 営業利益 1,705,179 202,047 1,907,226 (219,241) 1,687,985

（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 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）   （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 

8,504,735

－

950,856

－

9,455,592

－

 

－ 

－ 

9,455,592

－

計 8,504,735 950,856 9,455,592 － 9,455,592

 営業利益 861,386 146,381 1,007,767 (203,600) 804,166

（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 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）及び当第 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） 

 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 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）   （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 2,290,143 16,567 2,306,710

Ⅱ 連結売上高 － － 15,584,274

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 14.7 0.1 14.8

（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 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）   （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 1,459,175 512 1,459,687

Ⅱ 連結売上高 － － 9,455,592

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 15.4 0.0 15.4

（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 2四半期累計期間（自 平成 21 年 4 月 1日 至 平成 21 年 9月 30 日） 

   該当事項はありません。 
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