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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 15,555 9.6 714 11.8 640 4.0 314 △19.4
22年3月期第2四半期 14,193 △14.9 639 △12.7 615 △7.7 390 10.7

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2四半期 17.87 ―
22年3月期第2四半期 22.16 ―

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2四半期 33,522 12,136 30.7 584.78
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2四半期  10,293百万円 22年3月期  10,289百万円

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   

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 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 31,000 5.5 1,100 △22.4 1,000 △26.8 350 △53.5 19.88



(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 

（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等の変更」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表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、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報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※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.当四半期決算における定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参
照ください。 

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 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） 23年3月期2Q 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2Q  107,606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2Q 17,604,625株 22年3月期2Q 17,607,034株
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（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（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）におけるわが国経済は、政府の景

気刺激策や新興国をはじめとする外需の拡大等により一部に持ち直しの動きが見られるものの、急激な円高進行や

株価下落により、依然として厳し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155億５千５百万円（前年同期比9.6％増）、営業利益は７億１千４百万円（同11.8％増）、経常利益は６

億４千万円（同4.0％増）、四半期純利益は３億１千４百万円（同19.4％減）となりました。 

化学品事業は、自動車産業の回復により、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更な

る事業拡大を目指し、新規顧客獲得や既存分野の深耕に注力した結果、売上高は124億４千８百万円、セグメント

利益は８億９千８百万円となりました。 

化粧品事業は、ヘアケア剤のサマーバージョン、新システムトリートメント剤、スタイリング剤等の新商品を発

売し、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、積極的に事業を展開した結果、売上高は

29億５千１百万円、セグメント利益は５億６千８百万円となりました。 

  

（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の総資産は、前連結会計年度末に比べ、９億２千１百万円増加し、335億２千

２百万円となりました。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、８億４千１百万円増加し、213億８千５百万円となりました。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、７千９百万円増加し、121億３千６百万円となりました。利益剰

余金の増加、少数株主持分の増加及び為替換算調整勘定の減少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30.7%となりました。 

（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、４億２千１百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には31億円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は８千３百万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５億３千６百万円、減価償却費４億５千１百万円を計上したことに加

え、仕入債務の増加に伴う増加３億２千７百万円がありましたが、売上債権の増加に伴う減少４億２千６百万円、

たな卸資産の増加に伴う減少４億９千２百万円、法人税等の支払３億２百万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８億３千１百万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３億６千８百万円の収入となりました。これは主に、借入金の増加と

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２四半期連結会計期間末の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２四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２四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」の科目で表示しております。

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,393,223 3,826,930

受取手形及び売掛金 7,490,133 7,186,877

商品及び製品 2,291,348 2,129,675

仕掛品 330,355 378,667

原材料及び貯蔵品 2,260,699 1,958,756

その他 819,073 760,734

貸倒引当金 △85,045 △82,740

流動資産合計 16,499,787 16,158,900

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,418,718 4,555,233

機械装置及び運搬具（純額） 1,216,002 1,205,006

土地 6,165,539 6,239,272

その他（純額） 2,694,952 1,974,391

有形固定資産合計 14,495,212 13,973,904

無形固定資産   

のれん 3,785 －

その他 447,695 419,407

無形固定資産合計 451,481 419,407

投資その他の資産 2,075,836 2,048,676

固定資産合計 17,022,530 16,441,988

資産合計 33,522,318 32,600,888
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,784,123 3,515,886

短期借入金 6,504,764 5,581,245

未払法人税等 121,768 273,684

賞与引当金 462,500 458,000

その他 2,327,269 2,102,650

流動負債合計 13,200,426 11,931,467

固定負債   

長期借入金 5,109,118 5,495,063

退職給付引当金 2,281,438 2,321,819

役員退職慰労引当金 － 169,940

負ののれん － 20,313

その他 794,983 605,758

固定負債合計 8,185,539 8,612,894

負債合計 21,385,966 20,544,362

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 6,319,141 6,180,665

自己株式 △44,510 △42,872

株主資本合計 12,213,343 12,076,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,107 67,416

為替換算調整勘定 △1,970,894 △1,854,891

評価・換算差額等合計 △1,919,787 △1,787,475

少数株主持分 1,842,795 1,767,495

純資産合計 12,136,352 12,056,526

負債純資産合計 33,522,318 32,600,888

－5－

日華化学株式会社（4463） 平成23年３月期 第２四半期決算短信

－5－



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 14,193,471 15,555,422

売上原価 9,425,808 10,339,079

売上総利益 4,767,662 5,216,342

販売費及び一般管理費 4,127,973 4,501,487

営業利益 639,689 714,855

営業外収益   

受取利息 5,559 6,119

受取配当金 10,759 15,745

負ののれん償却額 3,586 3,385

持分法による投資利益 34,112 59,637

助成金収入 33,186 －

その他 68,667 113,750

営業外収益合計 155,871 198,638

営業外費用   

支払利息 92,790 78,456

為替差損 18,946 128,320

その他 68,221 66,684

営業外費用合計 179,957 273,462

経常利益 615,602 640,031

特別利益   

固定資産売却益 5,016 4,484

投資有価証券売却益 15,724 －

特別利益合計 20,741 4,484

特別損失   

固定資産除却損 1,326 11,230

固定資産売却損 － 41,612

投資有価証券評価損 1,960 13,335

出資金評価損 － 4,876

減損損失 － 36,588

特別損失合計 3,287 107,643

税金等調整前四半期純利益 633,056 536,872

法人税等 150,852 119,227

少数株主損益調整前四半期純利益 － 417,644

少数株主利益 92,116 103,104

四半期純利益 390,087 314,540
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 633,056 536,872

減価償却費 496,597 451,138

減損損失 － 36,588

負ののれん償却額 △3,586 △3,385

投資有価証券評価損益（△は益） 1,960 13,335

出資金評価損 － 4,876

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,600 △40,084

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △46,320 △169,940

賞与引当金の増減額（△は減少） 72,870 4,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 516 6,706

受取利息及び受取配当金 △16,319 △21,864

支払利息 92,790 78,456

為替差損益（△は益） △375 16,153

持分法による投資損益（△は益） △34,112 △59,637

固定資産処分損益（△は益） △3,690 48,358

投資有価証券売却損益（△は益） △15,724 －

売上債権の増減額（△は増加） △691,560 △426,716

たな卸資産の増減額（△は増加） 634,752 △492,232

仕入債務の増減額（△は減少） 587,680 327,334

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,694 △86,198

その他 7,400 153,484

小計 1,792,232 377,745

利息及び配当金の受取額 56,750 85,459

利息の支払額 △93,118 △76,828

法人税等の支払額 △99,435 △302,630

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,656,429 83,745

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 △129,916 △46,770

定期預金の払戻による収入 129,785 46,692

有形固定資産の取得による支出 △359,951 △793,151

有形固定資産の売却による収入 10,553 57,586

投資有価証券の取得による支出 △16,678 △6,795

投資有価証券の売却による収入 21,363 －

その他 △108,074 △89,009

投資活動によるキャッシュ・フロー △452,918 △831,448
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 20,520,685 19,635,957

短期借入金の返済による支出 △21,386,941 △20,030,815

長期借入れによる収入 837,500 1,650,000

長期借入金の返済による支出 △1,397,152 △635,365

自己株式の取得による支出 △127 △1,638

配当金の支払額 △155 △175,700

少数株主への配当金の支払額 △81,294 △73,866

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,507,485 368,570

現金及び現金同等物に係る換算差額 73,974 △42,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,000 △421,826

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 2,640,136 3,100,801
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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） 

  

ｂ．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21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

ｃ．海外売上高 

前第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） 

  

（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 

11,103,952

6,468

2,816,530

－

272,988

10,520

 
 
 
 

14,193,471

16,989

 
 
 

(16,989) 

－ 14,193,471

－

計 11,110,420 2,816,530 283,508  14,210,460 (16,989) 14,193,471

営業利益又は営業損失（△） 760,976 396,946 △6,675  1,151,247 (511,558) 639,689

  
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 

9,348,587

1,641,084

4,418,117

162,907

426,765

69,425

 
 
 
 

14,193,471

1,873,416

 
 
 

(1,873,416) 

－ 14,193,471

－

計 10,989,671 4,581,025 496,190  16,066,888 (1,873,416) 14,193,471

営業利益又は営業損失（△） 759,116 407,336 △13,502  1,152,949  (513,260) 639,689

  東南アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,647,363 434,265  341,547 5,423,176

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  － 14,193,471

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
32.7 3.1  2.4 38.2
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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  12,448,671 2,951,683 15,400,355

 

 155,066 15,555,422

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
5,053 － 5,053  10,505 15,558

計 12,453,725 2,951,683 15,405,408  165,572 15,570,980

 セグメント利益 898,736 568,260 1,466,996  △22,897 1,444,099

利益 金額 

 報告セグメント  1,466,996

 「その他」の区分の利益 △22,897

 セグメント間取引消去 11,744

 のれんの償却額 318

 全社費用（注）   △741,307

 四半期連結損益計算書の営業利益   714,855

（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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