
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年７月30日

上場会社名 日華化学株式会社 上場取引所      名 

コード番号 4463 ＵＲＬ  http://www.nicca.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）江守康昌 

問合せ先責任者  （役職名） 
執行役員経営管理本部

副本部長 
（氏名）宮本和浩  （ＴＥＬ）  0776-24-0213（代表） 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  7,744  13.9  396  47.9  352  21.7  166  △13.3

22年３月期第１四半期  6,799  △15.0  268  △1.9  289  9.9  192  43.5

  
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 

23年３月期第１四半期  9  46        －

22年３月期第１四半期  10  92        －

  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 

23年３月期第１四半期  33,703  12,362  31.1  595  14

22年３月期  32,600  12,056  31.6  584  39

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 10,477百万円 22年３月期 10,289百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期        －  0 00      － 10 00  10  00

23年３月期        －

23年３月期（予想）  5 00      － 5 00  10  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  15,500  9.2  700  9.4  650  5.6  300  △23.1  17  04

通期  31,000  5.5  1,100  △22.4  1,000  △26.8  350  △53.5  19  88



４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する説明 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、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。上記予想に関する事項につきましては、【添付資料】Ｐ．２

「１．当四半期決算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」をご参照ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 17,710,000株 22年３月期 17,710,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 104,311株 22年３月期 103,538株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 17,606,244株 22年３月期１Ｑ 17,607,148株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

当第１四半期連結会計累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）におけるわが国経済は、新興

国経済の成長を背景に緩やかな回復の動きが見られましたが、欧州の信用不安等による景気の先行き懸念から、雇

用・消費の停滞感が払拭されない状況で推移しました。 

こうした経営環境のもと、当社グループは、化学品事業、化粧品事業ともに積極的な営業活動を推進した結果、

売上高は77億４千４百万円（前年同期比13.9％増）、営業利益は３億９千６百万円（同47.9％増）、経常利益は３

億５千２百万円（同21.7％増）、四半期純利益は１億６千６百万円（同13.3％減）となりました。 

化学品事業は、自動車産業の回復による関連分野での需要が持ち直したことや、中国やアセアン諸国での事業拡

大に対応した拡販活動が好調に推移したこと等により、売上高は62億２千７百万円となりました。 

化粧品事業は、ヘアケア剤のサマーバージョンやスタイリング剤の新商品を上市し、また、新ブランド「イーラ

ル」を新たな事業として立ち上げる等積極的な営業展開が奏功し、売上高は14億３千７百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、11億２百万円増加し、337億３百万円とな

りました。受取手形及び売掛金の増加、たな卸資産の増加及び有形固定資産の増加等により、総資産は増加しまし

た。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ、７億９千６百万円増加し、213億４千１百万円となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金の増加、短期借入金の増加及び長期借入金の減少であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、３億６百万円増加し、123億６千２百万円となりました。為替換算調

整勘定の増加及び少数株主持分の増加が主な要因であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の31.6%から31.1%となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ、２千１百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には35億円となりました。 

当第１四半期連結会計累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は４億２千４百万円の収入とな

りました。これは主に、税金等調整前四半期純利益３億１千万円、減価償却費２億２千４百万円を計上したことに

加え、仕入債務の増加に伴う増加４億３百万円がありましたが、たな卸資産の増加に伴う減少３億１千１百万円、

法人税等の支払２億３百万円等があったことによるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は３億５千１百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の

取得によるものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は１億３千６百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払に

よるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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１四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動がないと認め

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 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、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出する方法に

よっております。 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、

または一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

２．特有の会計処理  

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理の原則・手続の変更 

  ①資産除去債務に関する会計基準の適用  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

②企業結合に関する会計基準等の適用  

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

平成20年12月26日）を適用しております。 

２．表示方法の変更 

    四半期連結損益計算書  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,808,876 3,826,930

受取手形及び売掛金 7,403,875 7,186,877

商品及び製品 2,260,756 2,129,675

仕掛品 365,982 378,667

原材料及び貯蔵品 2,208,165 1,958,756

その他 800,263 760,734

貸倒引当金 △88,285 △82,740

流動資産合計 16,759,633 16,158,900

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,531,067 4,555,233

機械装置及び運搬具（純額） 1,174,264 1,205,006

土地 6,268,032 6,239,272

その他（純額） 2,520,652 1,974,391

有形固定資産合計 14,494,016 13,973,904

無形固定資産 398,033 419,407

投資その他の資産 2,052,030 2,048,676

固定資産合計 16,944,080 16,441,988

資産合計 33,703,713 32,600,888

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,948,117 3,515,886

短期借入金 5,848,000 5,581,245

未払法人税等 194,976 273,684

賞与引当金 238,997 458,000

その他 2,693,735 2,102,650

流動負債合計 12,923,828 11,931,467

固定負債   

長期借入金 5,341,939 5,495,063

退職給付引当金 2,303,271 2,321,819

役員退職慰労引当金 － 169,940

負ののれん 18,620 20,313

その他 753,463 605,758

固定負債合計 8,417,295 8,612,894

負債合計 21,341,124 20,544,362
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,898,545 2,898,545

資本剰余金 3,040,167 3,040,167

利益剰余金 6,171,241 6,180,665

自己株式 △43,166 △42,872

株主資本合計 12,066,787 12,076,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49,558 67,416

為替換算調整勘定 △1,638,538 △1,854,891

評価・換算差額等合計 △1,588,979 △1,787,475

少数株主持分 1,884,781 1,767,495

純資産合計 12,362,589 12,056,526

負債純資産合計 33,703,713 32,600,888
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,799,204 7,744,247

売上原価 4,556,015 5,115,447

売上総利益 2,243,189 2,628,800

販売費及び一般管理費 1,974,815 2,232,006

営業利益 268,373 396,793

営業外収益   

受取利息 2,570 2,534

受取配当金 5,988 6,903

負ののれん償却額 1,793 1,692

持分法による投資利益 18,031 27,145

為替差益 33,365 －

その他 44,327 42,783

営業外収益合計 106,076 81,059

営業外費用   

支払利息 49,526 40,375

為替差損 － 51,726

その他 35,098 33,043

営業外費用合計 84,624 125,145

経常利益 289,825 352,708

特別利益   

固定資産売却益 4,987 1,850

投資有価証券売却益 15,413 －

貸倒引当金戻入額 4,333 －

特別利益合計 24,734 1,850

特別損失   

固定資産除却損 － 645

固定資産売却損 － 39,005

投資有価証券評価損 1,960 －

出資金評価損 － 4,784

特別損失合計 1,960 44,436

税金等調整前四半期純利益 312,600 310,122

法人税等 81,146 87,682

少数株主損益調整前四半期純利益 － 222,439

少数株主利益 39,265 55,799

四半期純利益 192,188 166,640
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 312,600 310,122

減価償却費 249,870 224,072

負ののれん償却額 △1,793 △1,692

投資有価証券評価損益（△は益） 1,960 －

出資金評価損 － 4,784

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,526 △19,687

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △49,170 △169,940

賞与引当金の増減額（△は減少） △126,980 △219,002

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,333 5,127

受取利息及び受取配当金 △8,558 △9,437

支払利息 49,526 40,375

為替差損益（△は益） △6,386 23,070

持分法による投資損益（△は益） △18,031 △27,145

固定資産処分損益（△は益） △4,987 37,801

投資有価証券売却損益（△は益） △15,413 －

売上債権の増減額（△は増加） △206,020 △139,139

たな卸資産の増減額（△は増加） 281,788 △311,337

仕入債務の増減額（△は減少） 217,281 403,169

未払消費税等の増減額（△は減少） 47,400 △57,868

その他 182,012 504,235

小計 920,290 597,507

利息及び配当金の受取額 49,188 69,308

利息の支払額 △50,198 △38,539

法人税等の支払額 △25,782 △203,455

営業活動によるキャッシュ・フロー 893,498 424,821

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 △14,390 △49,462

定期預金の払戻による収入 14,390 49,380

有形固定資産の取得による支出 △248,151 △419,588

有形固定資産の売却による収入 10,433 56,650

投資有価証券の取得による支出 △13,037 △3,059

投資有価証券の売却による収入 20,941 －

その他 △56,977 14,793

投資活動によるキャッシュ・フロー △286,792 △351,285

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 10,707,111 8,041,106

短期借入金の返済による支出 △11,295,444 △7,638,357

長期借入れによる収入 35,200 －

長期借入金の返済による支出 △305,421 △337,342

自己株式の取得による支出 － △294

配当金の支払額 △12 △176,039

少数株主への配当金の支払額 △57,663 △25,404

財務活動によるキャッシュ・フロー △916,230 △136,333

現金及び現金同等物に係る換算差額 120,560 40,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188,964 △21,968

現金及び現金同等物の期首残高 2,870,137 3,522,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,681,173 3,500,658
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該当事項はありません。 

  

  

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

工業用薬剤

関連事業 

（千円） 

化粧品 

関連事業 

（千円） 

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

 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 
 

5,319,049

2,642

1,333,073

－

147,082

5,066

 
 
 
 

6,799,204

7,709

 
 
 

(7,709) 

－ 6,799,204

－

計 5,321,691 1,333,073 152,148  6,806,913 (7,709) 6,799,204

営業利益又は営業損失（△） 307,446 232,906 △11,813  528,539 (260,165) 268,373

  
日本 

（千円） 

東南アジア

（千円） 

北米 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

 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 

4,609,795

678,700

1,965,677

75,518

223,732

36,536

 
 
 
 

6,799,204

790,755

 
 
 

(790,755) 

－ 6,799,204

－

計 5,288,495 2,041,195 260,268  7,589,959 (790,755) 6,799,204

営業利益又は営業損失（△） 374,055 173,183 △14,525  532,712 (264,338) 268,373

  東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,090,667 231,232  155,578 2,477,478

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  － 6,799,204

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
30.7 3.4  2.3 36.4
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１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社に製品・サービス別に化学品部門と化粧品部門を置き、各部門は、取り扱う製品・サービスについ

て国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、「化学品事業」及び「化粧品事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「化学品事業」は、繊維加工用薬剤、紙パルプ加工用薬剤、金属加工用薬剤、その他化学品及び業務用洗剤等の

生産・販売を行っており、「化粧品事業」は、シャンプー、コンディショナー等のヘアケア製品 、ヘアカラー、

スタイリング剤、パーマ剤等の生産・販売を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医薬品事業等であります。  

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

  （差異調整に関する事項）  

                            （単位：千円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  
報告セグメント  その他 

（注） 
合計 

化学品 化粧品  計  

 売上高 

 外部顧客への売上高  
6,227,632 1,437,615 7,665,248  78,999 7,744,247

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
1,749 － 1,749  4,543 6,292

計 6,229,381 1,437,615 7,666,997  83,542 7,750,539

 セグメント利益 496,044 262,833 758,877  △10,767 748,110

利益 金額 

 報告セグメント  758,877

 「その他」の区分の利益 △10,767

 セグメント間取引消去 5,926

 のれんの償却額 159

 全社費用（注）   △357,402

 四半期連結損益計算書の営業利益   396,793

（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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