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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 66,338 9.9 6,051 51.1 5,908 47.1 3,015 68.0
22年3月期第3四半期 60,350 △13.3 4,006 0.0 4,018 0.8 1,795 5.4

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 30.52 ―
22年3月期第3四半期 18.04 ―

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 111,230 75,543 61.8 697.88
22年3月期 110,913 74,071 60.2 677.03

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  68,726百万円 22年3月期  66,804百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
23年3月期 ― 4.00 ―
23年3月期 

（予想）
4.00 8.00

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 86,500 6.5 6,700 25.7 6,200 22.5 3,200 44.4 32.49



(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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 104,939,559株 22年3月期  104,939,559株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  6,460,716株 22年3月期  6,266,407株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  98,806,555株 22年3月期3Q  99,510,150株



 

 

○添付資料の目次 

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ...................................................  2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 .......................................................  2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 .......................................................  2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 .......................................................  2 

２．その他の情報 .............................................................................  3 

（１）重要な子会社の異動の概要 .............................................................  3 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ...............................................  3 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 .........................................  3 

３．四半期連結財務諸表 .......................................................................  4 

（１）四半期連結貸借対照表 .................................................................  4 

（２）四半期連結損益計算書 .................................................................  6 

（３）継続企業の前提に関する注記 ...........................................................  7 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .........................................  7 

 

 

堺化学工業株式会社　（4078）　平成23年3月期第3四半期決算短信

-　1　-



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におけるわが国経済は、企業収益や設備投資は回復基調で推移

しましたが、９月以降は輸出や生産が緩やかながらも減少に転じ、また厳しい雇用環境やデ

フレ状況が続く等、引き続き先行き不透明な中で推移しました。

このような状況のもと、当グループにおきましては、引き続き高品質・高付加価値製品の販

売強化に努めるとともに、事業全般にわたるコストダウンを図る等、経営の効率化にも一層注力いた

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66,338百万円と前年同期に比べ5,987百万

円（9.9％）の増収となりました。また損益面におきましては、営業利益は6,051百万円と前

年同期に比べ2,045百万円（51.1％）の増益、経常利益は5,908百万円と前年同期に比べ1,890

百万円（47.1％）の増益、四半期純利益は3,015百万円と前年同期に比べ1,219百万円（68.0

％）の増益となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

総資産は、111,230百万円と前連結会計年度末に比べ316百万円増加しました。これは主と

して受取手形及び売掛金が増加したことによるものです。負債は35,686百万円と前連結会計

年度末に比べ1,156百万円減少しました。これは主として支払手形及び買掛金及び未払法人税

等が増加したものの長短借入金が減少したことによるものです。また、少数株主持分を除く

純資産は68,726百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,921百万円増加しました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

通期の連結業績予想につきましては、平成22年11月５日に公表いたしました「業績予想の

修正に関するお知らせ」から変更はありません。
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２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

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

（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合

に、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸

倒見積高を算定しております。

②たな卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末における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に算定する方法を部分的に適用しており

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

して算定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、前連結会計年度決

算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を適用し

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）

税金費用の計算

税金費用については、当第３四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。

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

（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

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。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であ

ります。

②企業結合に関する会計基準等の適用

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1

2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。

（表示方法の変更）

四半期連結損益計算書関係

「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。
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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 19,487 20,083

受取手形及び売掛金 28,246 26,038

商品及び製品 7,851 7,169

仕掛品 2,673 2,612

原材料及び貯蔵品 2,782 2,755

その他 990 1,050

貸倒引当金 △103 △120

流動資産合計 61,928 59,588

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,542 10,817

機械装置及び運搬具（純額） 8,045 9,042

土地 17,039 17,066

その他（純額） 2,328 2,531

有形固定資産合計 37,956 39,457

無形固定資産 280 150

投資その他の資産   

投資有価証券 7,254 7,692

その他 3,857 4,164

貸倒引当金 △46 △139

投資その他の資産合計 11,065 11,716

固定資産合計 49,302 51,324

資産合計 111,230 110,913

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,092 9,940

短期借入金 9,783 10,128

未払法人税等 1,764 830

賞与引当金 606 1,153

その他の引当金 128 132

その他 4,169 4,847

流動負債合計 26,544 27,033

固定負債   

長期借入金 2,783 3,240

退職給付引当金 4,734 4,809

その他の引当金 506 524

その他 1,116 1,234

固定負債合計 9,141 9,808
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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) 

負債合計 35,686 36,842

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,838 21,838

資本剰余金 19,281 19,311

利益剰余金 29,704 27,480

自己株式 △2,590 △2,543

株主資本合計 68,233 66,087

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 569 793

繰延ヘッジ損益 0 △1

為替換算調整勘定 △76 △74

評価・換算差額等合計 492 717

少数株主持分 6,817 7,266

純資産合計 75,543 74,071

負債純資産合計 111,230 110,913
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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 60,350 66,338

売上原価 46,345 50,182

売上総利益 14,004 16,156

販売費及び一般管理費 9,998 10,105

営業利益 4,006 6,051

営業外収益   

受取利息 9 6

受取配当金 115 111

負ののれん償却額 － 107

その他 319 134

営業外収益合計 444 359

営業外費用   

支払利息 130 125

為替差損 103 219

その他 197 157

営業外費用合計 432 502

経常利益 4,018 5,908

特別利益   

過年度損益修正益 21 －

投資有価証券売却益 148 －

負ののれん発生益 － 414

その他 11 19

特別利益合計 181 433

特別損失   

投資有価証券売却損 60 －

投資有価証券評価損 229 164

固定資産除却損 128 58

減損損失 － 213

特別損失合計 418 437

税金等調整前四半期純利益 3,780 5,905

法人税等 1,673 2,604

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,300

少数株主利益 311 285

四半期純利益 1,795 3,015
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（３）継続企業の前提に関する注記

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

該当事項はありません。
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