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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 10,510 △19.9 445 13.7 387 10.0 190 ―

21年3月期第3四半期 13,125 ― 391 ― 352 ― △315 ―

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 13.26 ―

21年3月期第3四半期 △21.95 ―

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 16,711 5,144 30.8 358.14
21年3月期 17,423 5,043 28.9 351.07

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,144百万円 21年3月期  5,043百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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 14,400 △16.0 340 77.7 280 88.7 660 ― 45.95
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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判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は業績の
変化等により、上記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 14,440,000株 21年3月期  14,440,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  75,267株 21年3月期  74,081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 14,364,948株 21年3月期第3四半期 14,373,641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、経済対策の効果や在庫調整の一巡により、景気

は緩やかな回復基調には転じているものの、設備投資の抑制や雇用環境悪化および個人消費の低迷

等に加え、円高とデフレの進行により、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の中で当社グループは、生産設備の一層の効率的稼動ならびに経費の更なる削減に

努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は105億10百万円となり、販売価格

の適正化に努めたものの販売数量が大幅に減少したため、前第３四半期連結累計期間に比べて26億

14百万円の減収となりました。 

損益面におきましては、原料価格の下落および経費削減の効果により、営業利益４億45百万円、経

常利益３億87百万円、四半期純利益１億90百万円となり、淀川第二工場の固定資産除却損および土

壌浄化費用を計上した前第３四半期連結累計期間に比べ大幅に増益となりました。 

[事業部門別の売上高の概況] 

前第３四半期 

連結累計期間 

当第３四半期 

連結累計期間 
増 減 

区  分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

精 密 化 学 品 部 門 4,544 34.6 3,666 34.9 △877 △19.3 

機 能 材 部 門 2,293 17.5 1,904 18.1 △388 △16.9 

機 能 樹 脂 部 門 1,743 13.3 1,508 14.4 △234 △13.4 

化 成 品 部 門 4,269 32.5 3,175 30.2 △1,094 △25.6 

 

化学工業セグメント 12,850 97.9 10,255 97.6 △2,595 △20.2 

そ の 他 セ グ メ ン ト 274 2.1 255 2.4 △19 △7.0 

合 計 13,125 100.0 10,510 100.0 △2,614 △19.9 

①【化学工業セグメント】 

当セグメントの売上高は、102億55百万円となり、前第３四半期連結累計期間に比べて25億95百

万円の減収となりました。 

(精密化学品部門) 

電子部品関連分野は需要回復の遅れから引き続き電子材料の出荷数量が減少したため、売上高

は36億66百万円と、前第３四半期連結累計期間に比べて８億77百万円の減収となりました。 

(機能材部門) 

タイヤ向けを主とするゴム薬品については在庫調整が一巡したこともあり、前第３四半期連結

累計期間と比べ若干の減少となりましたが、瞬間接着剤は、汎用分野での出荷が大幅に減少した

ため、売上高は19億４百万円と、前第３四半期連結累計期間に比べて３億88百万円の減収となり

ました。 

(機能樹脂部門) 

加工樹脂およびワニスとも、一昨年後半以降の景気悪化の影響をうけ、出荷数量が大幅に減少

し、売上高は15億８百万円と、前第３四半期連結累計期間に比べて２億34百万円の減収となりま

した。 

(化成品部門) 

可塑剤についても、一昨年後半以降の景気悪化の影響が回復せず出荷数量が大幅に減少したこ

とや原油価格の下落により販売価格が減少したことにより、売上高は31億75百万円となり、前第

３四半期連結累計期間に比べて10億94百万円の減収となりました。 

②【その他セグメント】 

当セグメントの化学分析受託事業の売上高は、主として作業環境測定が減少したため２億55百

万円となり、前第３四半期連結累計期間に比べて19百万円の減収となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産額は、167億11百万円となり、前連結会計年度末と比較して

７億12百万円の減少となりました。これは、現金及び預金１億49百万円の減少や受取手形及び売掛

金の４億７百万円の減少等が主な要因であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債総額は、115億66百万円となり、前連結会計年度末と比較して

８億13百万円の減少となりました。これは、支払手形及び買掛金が３億１百万円増加いたしました

が、短期借入金の４億18百万円の減少やその他流動負債に含まれている設備関係支払手形が７億69

百万円減少等が主な要因であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産額は、51億44百万円となり、前連結会計年度末と比較して

１億１百万円の増加となりました。これは、利益剰余金の１億３百万円の増加等が主な要因であり

ます。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、原料価格が上昇傾向にあること等から第４四半期連結会計期間

では損益が悪化する見込みであるため、平成21年10月23日公表数値から変更しておりません。 

 

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 

（簡便な会計処理の適用） 

① たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略して当第２

四半期連結会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によ

っております。また、たな卸資産の簿価切り下げに関しては、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、簿価切り下げを行なっております。 

② 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。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

① 原価差異の繰延処理 

操業度が季節的に大きく変動することにより、年度の決算と同様の会計処理によると売上

高と売上原価の対応関係が適切に表示されないため、第３四半期連結会計期間の末日にお

ける原価差異のうち、当連結会計年度の末日までにたな卸資産の原価に吸収されて消滅す

る性質の原価差異は、流動負債として繰延べております。 

② 税金費用の計算 

一部の連結子会社については、当第３四半期累計期間を含む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。 

 

田岡化学工業㈱(4113)平成22年３月期　第３四半期決算短信田岡化学工業㈱(4113)平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 4 -



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 213,847 363,520 

受取手形及び売掛金 4,141,406 4,548,824 

商品及び製品 2,932,922 3,011,675 

仕掛品 23,269 114,873 

原材料及び貯蔵品 1,157,106 884,662 

その他 543,253 631,129 

貸倒引当金 △41 △141 

流動資産合計 9,011,763 9,554,545 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,298,169 6,379,712 

減価償却累計額 △4,188,483 △4,142,126 

建物及び構築物（純額） 2,109,686 2,237,586 

機械装置及び運搬具 16,248,987 16,508,119 

減価償却累計額 △13,743,992 △13,486,857 

機械装置及び運搬具（純額） 2,504,994 3,021,262 

その他 3,469,953 2,912,134 

減価償却累計額 △1,407,890 △1,393,745 

その他（純額） 2,062,063 1,518,388 

有形固定資産合計 6,676,743 6,777,237 

無形固定資産 153,936 213,360 

投資その他の資産   

その他 872,167 881,498 

貸倒引当金 △3,100 △3,100 

投資その他の資産合計 869,067 878,398 

固定資産合計 7,699,748 7,868,996 

資産合計 16,711,511 17,423,541 
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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 2,972,688 2,671,253 

短期借入金 3,431,260 3,849,287 

1年内償還予定の社債 50,000 100,000 

1年内返済予定の長期借入金 156,000 125,759 

未払法人税等 22,805 7,808 

賞与引当金 166,438 350,446 

環境対策引当金 201,538 304,500 

その他 995,891 1,674,884 

流動負債合計 7,996,621 9,083,940 

固定負債   

長期借入金 1,906,500 1,585,000 

退職給付引当金 1,416,679 1,371,845 

役員退職慰労引当金 44,477 82,237 

環境対策引当金 － 88,888 

その他 202,607 168,206 

固定負債合計 3,570,264 3,296,177 

負債合計 11,566,885 12,380,117 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,572,000 1,572,000 

資本剰余金 1,008,755 1,008,755 

利益剰余金 2,615,395 2,511,439 

自己株式 △21,030 △20,838 

株主資本合計 5,175,120 5,071,356 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45,776 37,519 

為替換算調整勘定 △76,270 △65,452 

評価・換算差額等合計 △30,493 △27,932 

純資産合計 5,144,626 5,043,423 

負債純資産合計 16,711,511 17,423,541 
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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 13,125,470 10,510,864 

売上原価 10,922,285 8,359,293 

売上総利益 2,203,184 2,151,571 

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 363,117 314,497 

給料及び手当 547,253 － 

給料手当及び福利費 － 620,728 

退職給付引当金繰入額 24,767 23,473 

役員退職慰労引当金繰入額 14,439 13,389 

研究開発費 318,722 311,792 

その他 543,268 422,397 

販売費及び一般管理費合計 1,811,567 1,706,279 

営業利益 391,617 445,292 

営業外収益   

受取利息 443 355 

受取配当金 18,381 2,637 

その他 21,973 9,344 

営業外収益合計 40,797 12,337 

営業外費用   

支払利息 62,083 49,486 

その他 17,946 20,616 

営業外費用合計 80,030 70,102 

経常利益 352,384 387,527 

特別損失   

固定資産除却損 153,443 47,555 

出資金譲渡損 27,653 － 

たな卸資産評価損 40,260 － 

環境対策引当金繰入額 640,000 － 

特別損失合計 861,356 47,555 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△508,972 339,971 

法人税、住民税及び事業税 29,719 18,798 

法人税等調整額 △223,215 130,747 

法人税等合計 △193,495 149,546 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △315,476 190,425 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

該当事項はありません。 
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