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

23年3月期第3四半期 46,343 12.6 3,696 109.9 2,950 96.2 1,946 106.8
22年3月期第3四半期 41,159 △18.0 1,761 2.3 1,503 46.7 941 58.3

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3四半期 28.22 ―

22年3月期第3四半期 13.65 ―

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3四半期 68,965 32,667 45.6 456.39
22年3月期 65,903 31,938 46.8 447.46

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  31,478百万円 22年3月期  30,862百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 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 64,000 13.2 4,200 42.5 3,500 29.8 2,200 26.0 31.90



(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
づく四半期財務諸表のレビュー手続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 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3Q 69,864,854株 22年3月期  69,864,854株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  892,581株 22年3月期  891,883株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 68,972,622株 22年3月期3Q 68,973,773株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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(平成22年４月１日～平成22年12月31日)のわが国経済は、新興国向け

の輸出や政府経済対策の効果などにより緩やかな回復傾向をたどってきましたが、欧米経済の状況

に大きな改善はみられず、円高は依然として続いています。 

 

このような状況のもとで、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は463億4千3百万円

（前年同期比12.6％増）、営業利益は36億9千6百万円（前年同期比109.9％増）、経常利益は29億5

千万円（前年同期比96.2％増）、四半期純利益は19億4千6百万円（前年同期比106.8％増）と、それ

ぞれ前年同期を上回りました。 

 

セグメント別業績の概要は次のとおりであります。 

（化学品事業） 

当事業では、水溶性ポリマー、微粒子ポリマーの需要の回復はみられましたが、工業薬品等は円高

の影響により厳しい状況が続いています。この結果、売上高は130億2百万円（前年同期比6.5％増）、

営業損益は12億2千3百万円の損失となりました。 

 

（吸水性樹脂事業） 

当事業では、アジア地域を中心として海外市場での需要が底堅く推移したことから、売上高は252

億4千4百万円（前年同期比23.5％増）、営業利益は41億6千1百万円（前年同期比90.8％増）と、そ

れぞれ前年同期を上回りました。 

 

（ガス・エンジニアリング事業） 

当事業では、ガス発生装置の需要は低迷していますが、エレクトロニクスガスの販売が堅調に推移

したことから、売上高は80億9千6百万円（前年同期比4.8％減）、営業利益は7億7千7百万円（前年

同期比27.7％増）となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金等の流動資産が増加したことにより、前期末に比

べ30億6千2百万円増加し、689億6千5百万円となりました。負債合計は、買掛金等の流動負債が増加

したことにより、前期末に比べ23億3千2百万円増加し、362億9千7百万円となりました。純資産合計

は、前期末に比べ7億2千9百万円増加し、326億6千7百万円となりました。この結果、自己資本比率

は45.6％となりました。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

当期（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の連結業績につきましては、平成22年９月27日に公

表した予想に変更はありません。 
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２．その他の情報 

(1)重要な子会社の異動の概要（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特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

・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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までに

ほぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を繰延べております。 

・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。 

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 会計処理の変更 

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が、これに係る債務計上すべき該当事項はありま

せん。 

② 表示方法の変更 

「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）に基づき財務

諸表等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）の適用に伴い、当

第３四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。 
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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：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,439 5,000

受取手形及び売掛金 17,538 15,979

商品及び製品 6,661 5,727

仕掛品 627 806

原材料及び貯蔵品 1,563 1,535

その他 2,003 1,839

貸倒引当金 △30 △26

流動資産合計 33,803 30,861

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 14,327 13,939

その他（純額） 14,809 15,360

有形固定資産合計 29,137 29,300

無形固定資産   

のれん 299 450

その他 1,816 1,299

無形固定資産合計 2,116 1,749

投資その他の資産   

その他 3,931 4,014

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 3,908 3,992

固定資産合計 35,162 35,042

資産合計 68,965 65,903

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,956 8,938

短期借入金 10,213 11,261

未払法人税等 696 435

賞与引当金 346 777

その他 3,722 2,954

流動負債合計 24,936 24,368

固定負債   

長期借入金 8,804 6,804

退職給付引当金 2,256 2,440

その他 300 352

固定負債合計 11,361 9,596

負債合計 36,297 33,965
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,698 9,698

資本剰余金 7,539 7,539

利益剰余金 16,211 14,954

自己株式 △253 △253

株主資本合計 33,195 31,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 140 191

為替換算調整勘定 △1,857 △1,266

評価・換算差額等合計 △1,716 △1,075

少数株主持分 1,189 1,075

純資産合計 32,667 31,938

負債純資産合計 68,965 65,903
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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：百万円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 41,159 46,343

売上原価 32,182 34,735

売上総利益 8,977 11,607

販売費及び一般管理費   

発送運賃 1,375 1,464

従業員給料及び賞与 1,697 1,835

賞与引当金繰入額 140 139

退職給付費用 209 192

研究開発費 1,868 1,852

その他 1,924 2,426

販売費及び一般管理費合計 7,215 7,911

営業利益 1,761 3,696

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 21 21

その他 23 17

営業外収益合計 52 44

営業外費用   

支払利息 158 171

為替差損 115 591

その他 36 28

営業外費用合計 310 790

経常利益 1,503 2,950

特別損失   

固定資産除却損 99 149

特別損失合計 99 149

税金等調整前四半期純利益 1,404 2,800

法人税等 256 628

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,172

少数株主利益 206 225

四半期純利益 941 1,946
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,404 2,800

減価償却費 2,697 3,108

固定資産除却損 70 126

退職給付引当金の増減額（△は減少） △139 △183

受取利息及び受取配当金 △28 △26

支払利息 158 171

売上債権の増減額（△は増加） △561 △2,144

たな卸資産の増減額（△は増加） △126 △940

仕入債務の増減額（△は減少） 1,399 1,503

その他 340 49

小計 5,216 4,465

利息及び配当金の受取額 28 26

利息の支払額 △156 △164

法人税等の支払額 △207 △394

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,880 3,932

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △6,132 △3,722

投資有価証券の取得による支出 △2 △9

その他 27 35

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,108 △3,697

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） 1,894 △980

長期借入れによる収入 1,000 2,000

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △22 △30

配当金の支払額 △684 △690

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,187 298

現金及び現金同等物に係る換算差額 △129 △96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 830 437

現金及び現金同等物の期首残高 3,108 4,994

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 229 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,168 5,431
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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） 

 

 
化学品事業

(百万円)

吸水性樹脂
事業 

(百万円)

ガス・エン
ジニアリン
グ事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高  

(1)外部顧客に 
対する売上高 

12,209 20,444 8,505 41,159 － 41,159

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

12 － 70 82 (82) －

計 12,221 20,444 8,576 41,242 (82) 41,159

営業利益又は営業損失（△） △1,039 2,181 608 1,750 10 1,761

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類・性質の類似性等を勘案して３つ

に区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

事業区分 主要製品 

化学品事業 
工業薬品、医薬製品、水溶性ポリマー、微粒子ポリマー、機能製

品等 

吸水性樹脂事業 高吸水性樹脂 

ガス・エンジニアリング事業 

医療用ガス、ケミカルガス、標準ガス、エレクトロニクスガス、

酸素・窒素・水素等のガス発生装置（ＰＳＡ方式）、一般化工機

等 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦しております。 

４ 第１四半期連結会計期間から、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月

27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日）を適用しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のガス・エンジニアリング

事業の売上高が22百万円、営業利益が8百万円それぞれ増加しております。 

住友精化株式会社(4008)　平成23年３月期　第３四半期決算短信

－　8　－



 

【セグメント情報】 

（追加情報） 

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。 

 

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・サービス別の事業部門を置き、各事業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、事業活動を行っております。 

したがって、当社は事業部門を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「化

学品事業」、「吸水性樹脂事業」及び「ガス・エンジニアリング事業」の３つを報告セグメントとし

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３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

化学品事業 吸水性樹脂事業
ガス・エンジニア

リング事業 
計 

売上高  

  外部顧客への売上高 13,002 25,244 8,096 46,343

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

10 － 228 238

計 13,012 25,244 8,324 46,581

セグメント利益又は損失（△） △1,223 4,161 777 3,715

 

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） 

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

（単位：百万円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 3,715

セグメント間取引消去 △19

四半期連結損益計算書の営業利益 3,696

 

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．第３四半期連結決算概要

平成２３年２月７日

住友精化株式会社

１．業　績 （単位：百万円）

41,159 46,343 5,183 64,000

1,761 3,696 1,935 4,200

1,503 2,950 1,446 3,500

941 1,946 1,005 2,200

13円65銭 28円22銭 14円57銭 31円90銭

3.2％ 6.2％ 3.0％ 7.0％

93.57 86.85 － 85.50

39,000 45,800 － 47,500

２．部門別売上高・営業利益 （単位：百万円）

売 上 高 12,209 13,002 792 18,000

営 業 利 益 △ 1,039 △ 1,223 △ 183 △ 1,300

売 上 高 20,444 25,244 4,800 34,000

営 業 利 益 2,181 4,161 1,980 4,600

ガ ス ・ エ ン ジ
売 上 高 8,505 8,096 △ 409 12,000

ニ ア リ ン グ
営 業 利 益 608 777 168 900

売 上 高 － － － －

営 業 利 益 10 △ 19 △ 29 －

売 上 高 41,159 46,343 5,183 64,000

営 業 利 益 1,761 3,696 1,935 4,200

平成２３年３月期　第３四半期連結決算概要

合 計

平成22年3月期
第３四半期（累計）

平成23年3月期
第３四半期（累計）

化 学 品

売 上 高

営 業 利 益

経 常 利 益

四 半 期 （ 当 期 ） 純 利 益

平成22年3月期
第３四半期（累計）

消 去

１株当たり四半期（当期）純利益

平 均 為 替 レ ー ト （ 円 / ＄ ）

ナ フ サ 価 格 （ 円 / Ｋ Ｌ ）

吸 水 性 樹 脂

自己資本四半期（当期）純利益率（ＲＯＥ）

平成23年3月期
（予想）

平成23年3月期
（予想）

増　減

平成23年3月期
第３四半期（累計）

増　減
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