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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年10月期第３四半期の連結業績（平成22年11月１日～平成23年７月31日） 
(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10月期第３四半期 17,939 6.6 1,728 22.9 2,065 27.0 1,202 6.0
22年10月期第３四半期 16,821 4.2 1,406 67.2 1,626 58.6 1,134 180.2
 

 
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10月期第３四半期 26.67 －
22年10月期第３四半期 25.14 －
 
(2) 連結財政状態 

 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10月期第３四半期 43,852 33,598 69.5 676.08
22年10月期 42,847 32,419 68.7 652.70
（参考）自己資本  23年10月期第３四半期 30,485百万円 22年10月期 29,439百万円 

 
２．配当の状況 

 
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10月期 － － － 5.00 5.00

23年10月期 － － －  

23年10月期(予想) 5.00 5.00
（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年10月期の連結業績予想（平成22年11月１日～平成23年10月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 

 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

通     期 25,000 9.9 1,800 0.5 2,100 4.2 1,150 △11.2 25.50
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 

 新規   社  （社名） 、除外   社  （社名） 
（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）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年10月期３Ｑ 51,849,917株 22年10月期 51,849,917株
② 期末自己株式数 23年10月期３Ｑ 6,757,812株 22年10月期 6,745,789株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年10月期３Ｑ 45,097,971株 22年10月期３Ｑ 45,112,089株

 
 
（※ 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連結財務諸表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） 
業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績はさまざまな
要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。上記の業績予想に関する事項は、［添付資料］
Ｐ．3「１．当四半期の連結業績等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」をご覧
下さい。 
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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におけるわが国経済は、震災からの復興に伴い緩やかな回復基調と

なりました。しかしながら米国や欧州の債務危機を背景とした下振れ懸念、これまで海外経済を

けん引してきた新興国の物価上昇リスク、更には円高・株価の変動など依然として不確実な要因

が残っております。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、安定的な生産を維持するとともに中

期的視点に立った投資計画の策定、新製品の上市に向けての調達手段の最適化と顧客への能動的

活動の徹底による競争力の確保、効率的生産と改善によるコストダウン等収益改善に努めまし

た。 

この結果、第３四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高は179億3千9

百万円（前年同四半期比11億1千7百万円増）、営業利益は17億2千8百万円（前年同四半期比3億2

千1百万円増）、経常利益は20億6千5百万円（前年同四半期比4億3千9百万円増）、四半期純利益

は12億2百万円（前年同四半期比6千8百万円増）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

＜農薬事業＞ 

除草剤、殺菌剤、その他、農薬原料を主とした農薬事業につきましては、輸出の棉花用除草

剤、畑作用除草剤の増加等により、当事業の売上高は93億5千1百万円、セグメント利益は16億

4千万円となりました。 

＜化成品事業＞ 

クロルトルエン系化学品、精密化学品、産業薬品を主とした化成品事業につきましては、ク

ロルトルエン系化学品の有機中間体の回復により、当事業の売上高は78億7千8百万円、セグメ

ント利益は7億1千2百万円となりました。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は前連結会計年度末に比べて10億4百万円増の

438億5千2百万円となりました。 

流動資産の残高は、たな卸資産の増加等により、234億9千9百万円となりました。 

固定資産の残高は、有形固定資産及び投資有価証券の増加等により、203億5千2百万円となりま

した。 

流動負債の残高は、未払法人税等の減少等により、77億6千7百万円となりました。 

固定負債の残高は、退職給付引当金の増加等により、24億8千6百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて11億7千9百万円増の335億9千8

百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して

3億9千2百万円減少して63億5千8百万円となりました。 

 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当第３四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、税金調整前四半

期純利益及び法人税等の支払額を主な要因として9億8千4百万円の収入（前年同四半期は25億1

千4百万円の収入）となりました。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 
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当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の

取得による支出を主な要因として10億3千6百万円の支出（前年同四半期は13億3千万円の支

出）となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払に

よる支出を主な要因として3億3千7百万円の支出（前年同四半期は3億4千8百万円の支出）とな

りました。 

 

(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、平成22年12月14日に公表しました予想と変更はありませんが、

実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績

予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示する予定でおります。 

 

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 

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・手続の変更の概要 

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。 

当該変更による損益への影響はありません。 
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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23年７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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,464 5,856

受取手形及び売掛金 7,428 7,116

有価証券 1,495 1,498

商品及び製品 4,875 4,409

仕掛品 1,565 1,937

原材料及び貯蔵品 1,787 1,208

繰延税金資産 403 386

その他 481 512

貸倒引当金 △2 △0

流動資産合計 23,499 22,926

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,597 10,531

機械装置及び運搬具 30,993 30,335

土地 3,730 3,761

その他 2,524 2,200

減価償却累計額 △37,554 △36,782

有形固定資産合計 10,290 10,047

無形固定資産 44 50

投資その他の資産   

投資有価証券 8,859 8,630

繰延税金資産 443 441

その他 729 767

貸倒引当金 △15 △16

投資その他の資産合計 10,016 9,822

固定資産合計 20,352 19,920

資産合計 43,852 42,847
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年７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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,525 3,510

短期借入金 1,100 1,180

未払法人税等 324 752

賞与引当金 207 400

その他 2,609 2,218

流動負債合計 7,767 8,063

固定負債   

退職給付引当金 1,364 1,298

役員退職慰労引当金 380 377

繰延税金負債 712 658

その他 28 29

固定負債合計 2,486 2,364

負債合計 10,253 10,428

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,764 2,764

資本剰余金 5,147 5,147

利益剰余金 22,913 21,937

自己株式 △1,636 △1,634

株主資本合計 29,189 28,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,472 1,394

為替換算調整勘定 △176 △169

評価・換算差額等合計 1,296 1,224

少数株主持分 3,112 2,979

純資産合計 33,598 32,419

負債純資産合計 43,852 42,847
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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11月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 16,821 17,939

売上原価 12,293 12,962

売上総利益 4,528 4,977

販売費及び一般管理費 3,122 3,249

営業利益 1,406 1,728

営業外収益   

受取利息 15 9

受取配当金 82 125

受取賃貸料 31 37

持分法による投資利益 100 129

その他 75 53

営業外収益合計 304 356

営業外費用   

支払利息 10 10

為替差損 17 7

休止設備関連費用 52 －

その他 3 1

営業外費用合計 85 19

経常利益 1,626 2,065

特別利益   

固定資産売却益 － 1

受取補償金 96 －

知的財産権譲渡益 331 －

保険差益 － 83

特別利益合計 428 84

特別損失   

固定資産除却損 69 58

訴訟関連損失 79 －

特別損失合計 149 58

税金等調整前四半期純利益 1,904 2,091

法人税等 642 724

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,367

少数株主利益 128 164

四半期純利益 1,134 1,202
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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11月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年７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 1,904 2,091

減価償却費 1,184 1,216

退職給付引当金の増減額（△は減少） 96 66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 32 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △188 △193

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 0

受取利息及び受取配当金 △97 △135

支払利息 10 10

持分法による投資損益（△は益） △100 △129

知的財産権譲渡益 △331 －

売上債権の増減額（△は増加） △632 △312

たな卸資産の増減額（△は増加） 288 △672

仕入債務の増減額（△は減少） 281 14

前払年金費用の増減額（△は増加） △9 △3

その他 △52 △0

小計 2,395 1,954

利息及び配当金の受取額 106 190

利息の支払額 △10 △10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 23 △1,151

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,514 984

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 160 230

定期預金の預入による支出 △210 △230

有価証券の償還による収入 150 －

投資有価証券の取得による支出 － △29

有形固定資産の売却による収入 － 33

有形固定資産の取得による支出 △1,752 △1,031

無形固定資産の取得による支出 △9 △9

知的財産権の譲渡による収入 331 －

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,330 △1,036

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） △90 △80

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △3 △2

配当金の支払額 △224 △224

少数株主への配当金の支払額 △30 △30

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △348 △337

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 824 △392

現金及び現金同等物の期首残高 5,081 6,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,905 6,358
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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 

（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 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

当社グループは、有機化学工業品の製造、販売を主事業とするメーカーであり、製品及び商品の用

途別に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。したがって当社グループ

は製品及び商品の用途を基礎とした事業別セグメントから構成されており「農薬事業」「化成品事

業」の２つを報告セグメントとしております。 

「農薬事業」は、農薬原体及び農薬関連剤の製造、販売を行っております。「化成品事業」は、医

薬等の有機中間体、ウレタン用架橋剤等のアミン類、防腐剤、防臭剤等の産業薬品の製造、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３四半期連結累計期間（自  平成22年11月１日  至  平成23年７月31日） 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 
(注)1 

合計 
調整額 
(注)2 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(注)3 農薬事業 化成品事業 計 

売上高    

  外部顧客への
売上高 

9,351 7,878 17,229 710 17,939 － 17,939

  セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

－ 27 27 273 300 △300 －

計 9,351 7,905 17,256 983 18,239 △300 17,939

セグメント利益 1,640 712 2,352 25 2,377 △649 1,728

（注）1. 「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、ファフィア酵母等の飼料用添

加剤、工業薬品類等の製造、販売を行っております。 

2. セグメント利益調整額△649百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。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。 

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
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(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。 

 

イハラケミカル工業㈱（4989）平成23年10月期第3四半期決算短信

9




