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

22年3月期第3四半期 20,665 3.5 2,938 118.6 3,061 111.6 1,450 76.4
21年3月期第3四半期 19,964 ― 1,344 ― 1,447 ― 822 ―

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3四半期 61.05 ―

21年3月期第3四半期 34.51 ―

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3四半期 32,393 23,269 70.6 963.36
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3四半期  22,881百万円 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

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 ― 9.50 ― 10.00 19.50
22年3月期 ― 11.00 ―

22年3月期 
（予想）

11.00 22.00

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 28,000 7.0 3,400 101.1 3,500 92.4 1,700 92.7 71.57
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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3四半期 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3四半期  1,621,053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3四半期 23,751,462株 21年3月期第3四半期 23,819,006株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果や輸出の増加により、景気は緩やか

な回復基調にあるものの、設備投資の抑制や厳しい雇用・所得環境が続くなど、景気の先行きは依然とし

て不透明な状況で推移してまいりました。 

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

の拡販に努めてまいりましたが、景気は依然として厳しい状況にあり工業用製品事業では減収となりまし

た。一方、家庭用製品事業では新型インフルエンザの本格的な流行に備えるための需要に対応したことに

より、売上高・利益ともに増加いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は２０６億６千５百万円（前年同期比１０３．５％）と

堅調に推移し、利益面では営業利益２９億３千８百万円（同２１８．６％）、経常利益３０億６千１百万

円（同２１１．６％）と大幅な増益となり、不動産部門において有形固定資産の減損処理を行いましたが

四半期純利益でも１４億５千万円（同１７６．４％）と増益となりました。 

  

〔工業用製品〕 

世界経済は回復基調にあるとはいえ依然として厳しい経営環境が続き、販売数量が大きく減少し原材料

価格高騰の影響なども受けました。しかしながら、コスト上昇分の販売価格への転嫁や経費削減活動など

競争力の一層の強化に努めたことにより利益は堅調に推移いたしました。 
  
〔家庭用製品〕 

昨年の感染予防対策関連商品への急激な需要の高まりにより、アルコール手指消毒剤等の出荷が拡大

し、売上高・利益ともに増加いたしました。 
  
〔不動産〕 

不動産市況の低迷や、マンション分譲事業における完成・引渡しの大半が第4四半期の予定であること

等により、売上高・利益ともに減少いたしました。 
  
〔その他〕 

医薬品業界からの薬理・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３四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３７億３百万

円増加し、３２３億９千３百万円となりました。これは主として、現金及び預金、受取手形及び売掛金な

どの増加により流動資産が３９億５千１百万円増加したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は前期末比２５億４千１百万円増加し、９１億２千４百万円となり

ました。これは主として、支払手形及び買掛金などの増加により流動負債が２５億４千万円増加したこと

によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前期末比１１億６千２百万円増加し、２３２億６千９百万円

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９億５千１百万円増加し、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１億８千２百万円増加したことによるものであります。 

  

第３四半期連結累計期間の売上高は、概ね計画どおりに推移しており、平成２１年１０月２７日公表の

業績予想に修正はありません。 

 なお、業績予想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。 

  

・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、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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,534,051 1,406,732

受取手形及び売掛金 7,968,181 6,537,156

商品及び製品 2,405,494 1,834,649

販売用不動産 287,065 1,055,515

仕掛品 1,269,131 1,020,518

仕掛販売用不動産 1,455,464 1,193,681

原材料及び貯蔵品 1,154,985 1,243,188

繰延税金資産 221,658 187,866

その他 425,429 284,098

貸倒引当金 △14,954 △8,879

流動資産合計 18,706,507 14,754,526

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,087,203 3,507,169

機械装置及び運搬具（純額） 1,092,340 1,172,269

土地 4,028,784 4,028,784

建設仮勘定 118,928 85,299

その他（純額） 305,871 358,046

有形固定資産合計 8,633,127 9,151,569

無形固定資産 313,070 341,636

投資その他の資産   

投資有価証券 4,557,446 4,115,585

繰延税金資産 － 148,298

その他 183,537 178,586

投資その他の資産合計 4,740,984 4,442,470

固定資産合計 13,687,182 13,935,676

資産合計 32,393,689 28,690,203
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,361,412 3,178,698

短期借入金 － 400,000

未払金 525,402 746,985

未払法人税等 929,911 236,786

賞与引当金 252,795 359,774

役員賞与引当金 32,861 37,605

繰延税金負債 468 －

その他 1,014,547 616,856

流動負債合計 8,117,401 5,576,707

固定負債   

繰延税金負債 218,213 124,226

退職給付引当金 595,732 574,107

長期未払金 62,977 160,112

長期預り保証金 118,892 141,601

その他 10,832 6,115

固定負債合計 1,006,647 1,006,163

負債合計 9,124,048 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 10,770,549 9,819,182

自己株式 △1,021,324 △1,021,203

株主資本合計 22,485,809 21,534,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 473,289 209,720

繰延ヘッジ損益 1,472 956

為替換算調整勘定 △79,366 1,951

評価・換算差額等合計 395,394 212,628

少数株主持分 388,436 360,140

純資産合計 23,269,641 22,107,332

負債純資産合計 32,393,689 28,690,203
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 19,964,218 20,665,085

売上原価 15,658,284 14,629,544

売上総利益 4,305,934 6,035,540

販売費及び一般管理費 2,961,567 3,097,373

営業利益 1,344,367 2,938,167

営業外収益   

受取利息 21,063 16,925

受取配当金 108,240 87,902

雑収入 39,379 39,180

営業外収益合計 168,683 144,007

営業外費用   

支払利息 12,523 3,854

為替差損 37,706 9,312

雑損失 15,525 7,038

営業外費用合計 65,755 20,205

経常利益 1,447,295 3,061,969

特別利益   

固定資産売却益 152 20,991

投資有価証券売却益 － 246

ゴルフ会員権売却益 2,523 －

特別利益合計 2,676 21,237

特別損失   

固定資産売却損 156 35

固定資産除却損 5,106 19,651

投資有価証券評価損 73,293 1,642

減損損失 － 300,329

持分変動損失 － 6,040

特別損失合計 78,556 327,699

税金等調整前四半期純利益 1,371,414 2,755,507

法人税、住民税及び事業税 406,174 1,251,173

法人税等調整額 137,251 28,457

法人税等合計 543,425 1,279,631

少数株主利益 5,972 25,724

四半期純利益 822,016 1,450,151
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31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 1,371,414 2,755,507

減価償却費 599,900 556,459

減損損失 － 300,329

のれん償却額 9,292 1,155

負ののれん償却額 △745 △745

貸倒引当金の増減額（△は減少） 680 6,074

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,194 21,625

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 △129,304 △104,827

支払利息 12,523 3,854

為替差損益（△は益） 4,454 △10

投資有価証券評価損益（△は益） 73,293 1,642

有形固定資産除売却損益（△は益） 5,110 △1,304

売上債権の増減額（△は増加） 506,442 △1,435,881

持分変動損益（△は益） － 6,040

たな卸資産の増減額（△は増加） 900 △240,784

預り保証金の増減額（△は減少） 8,032 △22,708

仕入債務の増減額（△は減少） 709,076 2,333,047

その他 △779,999 △243,222

小計 2,214,766 3,936,252

利息及び配当金の受取額 129,698 105,221

利息の支払額 △12,536 △3,854

法人税等の支払額 △740,702 △577,591

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,591,225 3,460,027

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 － △680,969

定期預金の払戻による収入 － 40,620

有形固定資産の取得による支出 △518,519 △449,264

有形固定資産の売却による収入 21,614 54,533

投資有価証券の取得による支出 △97,687 △833

投資有価証券の売却による収入 20,020 479

貸付けによる支出 △45,000 －

貸付金の回収による収入 445,845 687

子会社株式の取得による支出 △7,680 －

その他 2,523 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,882 △1,034,746

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） △828,970 △400,000

少数株主からの払込みによる収入 － 21,066

リース債務の返済による支出 － △2,515

配当金の支払額 △441,708 △498,781

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 △159,706 △137

自己株式の売却による収入 89 13

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,433,036 △884,514

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59,297 △53,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,991 1,486,969

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 1,352,135 2,893,702
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：千円） 

 
  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計

期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

13,297,262 4,307,435 1,829,070 530,451 19,964,218 － 19,964,218

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

134,822 38,084 21,021 － 193,928 (193,928) －

計 13,432,084 4,345,519 1,850,092 530,451 20,158,147 (193,928) 19,964,218

  営業利益 744,469 485,285 76,766 37,845 1,344,367 (－) 1,344,367

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

11,484,908 7,417,492 1,194,277 568,406 20,665,085 － 20,665,085

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

137,114 99,461 20,265 400 257,241 (257,241) －

計 11,622,022 7,516,953 1,214,542 568,806 20,922,326 (257,241) 20,665,085

  営業利益 783,433 2,013,415 63,713 77,605 2,938,167 (－) 2,938,167

日本精化㈱(4362) 平成22年3月期 第3四半期決算短信

－9－



【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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) 2,483,510

Ⅱ 連結売上高(千円) 19,964,218

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 12.4

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,379,251

Ⅱ 連結売上高(千円) 20,665,085

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 11.5

(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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