
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 川澄化学工業 上場取引所 東 
コード番号 7703 URL http://www.kawasumi.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 川野 幸博
問合せ先責任者 （役職名） 管理部長 （氏名） 岡本 稔 TEL 03-5769-2613
四半期報告書提出予定日 平成23年11月10日 配当支払開始予定日 平成23年12月5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

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 15,613 △2.0 1,063 △20.0 867 △28.4 548 △24.3
23年3月期第2四半期 15,934 4.5 1,329 △13.0 1,212 △9.3 724 △9.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △278百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 230百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 23.98 ―
23年3月期第2四半期 31.66 ―

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

24年3月期第2四半期 40,160 31,412 77.6 1,363.11
23年3月期 41,318 31,864 76.5 1,382.69
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  31,171百万円 23年3月期  31,619百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
平成24年３月期期末配当金は未定とさせていただいております。 

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

23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ― 7.50
24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから、未定のため記載しておりません。なお、当該理
由等は、添付資料の３ページをご覧ください。 



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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おります。 

※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およ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仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等は添付資
料の３ページをご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 22,948,003 株 23年3月期 22,948,003 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 80,001 株 23年3月期 79,781 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 22,868,022 株 23年3月期2Q 22,872,466 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループでは、2011年３月期より「Create New Values for the Customers」をテーマとする３ヵ年の中期経

営計画をスタートさせ、将来にわたって持続的に成長できる企業を目指して活動を行なっております。  

販売面では、事業戦略として「グローバル展開の推進」を掲げ、海外での販路拡大を行なってまいります。重点

市場は、これまで市場カバー率の低かった欧州市場、人口増加や経済発展にともない医療需要が拡大しているアジ

ア・新興国市場と捉え、新たな販売拠点の設置も検討してまいります。また、営業スタイルを専門性と情報力を高め

たものに変革しながら、顧客密着度を上げてまいります。 

生産面では、これまで培ってきた医療機器、医薬品の「作る技術」を全体的に底上げし、品質とコスト両面にお

いて国際的な競争力を確保する取組みを実行してまいります。 

研究開発面では、先端医療技術へのアプローチを積極的に行なうために、当社の基幹領域である「血液及び血管

内」に調査探索の重点を置き、海外に人材を派遣して調査探索活動や国内外の外部機関との共同研究を推進するな

ど、先端医療機器の研究開発を強化してまいります。  

 当第２四半期連結累計期間の経営成績については以下のとおりです。 

  

＜売上高＞ 

 売上高は、国内外でダイアライザーが売上を伸ばしましたが、為替の影響もあり、前年同期に比べ３億20百万円減

の156億13百万円（前年同期比2.0％減）となりました。国内・海外別の売上高につきましては、国内売上高は、前年

同期に比べ１億24百万円減の116億73百万円（同1.1％減）、海外売上高は、前年同期に比べ１億96百万円減の39億40

百万円（同4.8％減）となりました。 

   

＜売上総利益・営業利益＞ 

 国内工場での設備投資にともなう減価償却費の増加等により、売上総利益は、前年同期に比べ２億62百万円減の51

億５百万円（同4.9％減）となりました。なお、売上原価率は、前年同期に比べ1.0ポイント上昇し、67.3％となって

おります。 

 また、販売費及び一般管理費は、前年同期に比べ３百万円増の40億41百万円（同0.1％増）となりました。 

 これにより、営業利益は、前年同期に比べ２億65百万円減の10億63百万円（同20.0％減）となりました。  

  

＜経常利益＞ 

 営業利益が減少したことおよび為替差損を計上したこと等により、経常利益は、前年同期に比べ３億44百万円減の

８億67百万円（同28.4％減）となりました。  

  

＜四半期純利益＞ 

 その結果、四半期純利益は、前年同期に比べ１億75百万円減の５億48百万円（同24.3％減）となりました。  

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①血液及び血管内関連 

 海外向け血液バッグおよび米国向け輸液セットの販売が減少したこと等により、売上高は、前年同期に比べ１億99

百万円減の68億10百万円（同2.8％減）、セグメント利益は、前年同期に比べ59百万円減の９億48百万円（同5.9％

減）となりました。 

②体外循環関連 

 国内外でダイアライザーの販売が増加しましたが、血液回路の販売が減少したこと等により、売上高は、前年同期

に比べ１億22百万円減の88億２百万円（同1.4％減）、セグメント利益は、前年同期に比べ２億63百万円減の１億５

百万円（同71.5％減）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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11億57百万円減の401億60百万円となりました。 

流動資産は、主として現金及び預金の減少により、２億88百万円減の228億78百万円となりました。 

固定資産は、主として機械装置及び運搬具の減少により、８億69百万円減の172億82百万円となりました。 

流動負債は、主としてその他（未払金）の減少により、６億56百万円減の62億52百万円となりました。 

固定負債は、主として負ののれんの減少により、48百万円減の24億96百万円となりました。 

純資産は、主として為替換算調整勘定の減少により、４億52百万円減のの314億12百万円となりました。 

これらの結果、自己資本比率は77.6％となり、前連結会計年度末と比べ1.1ポイント増加しました。 

 ②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現金及び現金同等物は、前年同期に比べ12億19百万円減の76億81百万円となり

ました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内容は次のとおりであります。   

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ４億23百万円減の15億７百万円となりました。主

な内容は、減価償却費12億25百万円であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出したキャッシュ・フローは、前年同期に比べ８億20百万円増の17億11百万円となりました。主

な内容は、有形固定資産の取得による支出16億75百万円であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出したキャッシュ・フローは、前年同期に比べ２億87百万円減の１億83百万円となりました。主

な内容は、配当金の支払いによる支出１億72百万円であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年10月にタイ国で大規模洪水が発生しており、当社連結子会社Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., 

Ltd.のナワナコーン工場（パトゥムタニ県ナワナコーン工業団地内）において浸水や停電等の影響により、平成23

年10月13日より操業を停止しております。 

 今回の洪水による被害および業績への影響につきましては、現時点では不明であります。このため、通期の連結

業績予想については、現時点では未定とさせていただきます。今後、業績への影響が判りしだい、速やかにお知ら

せいたします。 

  

  



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,059 7,694

受取手形及び売掛金 8,218 8,182

商品及び製品 3,358 4,008

仕掛品 939 758

原材料及び貯蔵品 1,556 1,467

その他 1,034 768

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 23,166 22,878

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,313 6,427

機械装置及び運搬具（純額） 4,268 4,020

その他（純額） 4,448 2,952

有形固定資産合計 14,030 13,400

無形固定資産   

のれん 252 216

特許等実施権 233 183

その他 322 302

無形固定資産合計 807 701

投資その他の資産   

投資有価証券 2,191 2,196

その他 1,166 1,026

貸倒引当金 △43 △43

投資その他の資産合計 3,314 3,180

固定資産合計 18,152 17,282

資産合計 41,318 40,160

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,035 3,584

未払法人税等 577 216

引当金 298 288

その他 2,996 2,163

流動負債合計 6,908 6,252

固定負債   

退職給付引当金 1,889 1,885

負ののれん 50 39

その他 604 571

固定負債合計 2,545 2,496

負債合計 9,453 8,748



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,642 6,642

資本剰余金 6,462 6,462

利益剰余金 20,811 21,188

自己株式 △55 △55

株主資本合計 33,859 34,236

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △102 △105

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △2,137 △2,959

その他の包括利益累計額合計 △2,240 △3,064

少数株主持分 245 240

純資産合計 31,864 31,412

負債純資産合計 41,318 40,160



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 15,934 15,613

売上原価 10,567 10,508

売上総利益 5,367 5,105

販売費及び一般管理費 4,037 4,041

営業利益 1,329 1,063

営業外収益   

受取利息 6 2

受取配当金 11 11

負ののれん償却額 11 11

持分法による投資利益 34 26

作業くず売却収入 27 28

その他 50 39

営業外収益合計 141 118

営業外費用   

支払利息 7 2

減価償却費 1 8

為替差損 207 263

その他 41 39

営業外費用合計 258 314

経常利益 1,212 867

特別利益   

固定資産売却益 5 1

投資有価証券売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 8 1

特別損失   

固定資産除売却損 5 0

投資有価証券評価損 57 －

その他 0 0

特別損失合計 63 0

税金等調整前四半期純利益 1,157 868

法人税、住民税及び事業税 407 199

法人税等調整額 10 110

法人税等合計 418 310

少数株主損益調整前四半期純利益 738 558

少数株主利益 14 9

四半期純利益 724 548



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 738 558

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △181 △2

為替換算調整勘定 △328 △834

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 △508 △836

四半期包括利益 230 △278

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 243 △276

少数株主に係る四半期包括利益 △13 △2



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 1,157 868

減価償却費 1,205 1,225

有形固定資産除却損 5 0

有形固定資産売却損益（△は益） △5 △1

投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

投資有価証券評価損益（△は益） 57 －

負ののれん償却額 △11 △11

引当金の増減額（△は減少） △53 41

受取利息及び受取配当金 △18 △13

支払利息 7 2

持分法による投資損益（△は益） △34 △26

売上債権の増減額（△は増加） 370 △192

たな卸資産の増減額（△は増加） △312 △553

仕入債務の増減額（△は減少） △229 662

その他 △41 107

小計 2,095 2,110

利息及び配当金の受取額 55 7

利息の支払額 △7 △2

法人税等の支払額 △213 △559

法人税等の還付額 － 5

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,930 1,560

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 △13 －

定期預金の払戻による収入 280 －

有形固定資産の取得による支出 △1,214 △1,675

無形固定資産の取得による支出 △6 △29

有形固定資産の売却による収入 31 13

投資有価証券の売却による収入 54 －

その他 △21 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △891 △1,700

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △27 －

長期借入金の返済による支出 △250 －

自己株式の増減額（△は増加） △3 △0

配当金の支払額 △171 △169

少数株主への配当金の支払額 △1 △2

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △470 △183

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 511 △364

現金及び現金同等物の期首残高 8,389 8,046

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,901 7,681



 該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第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） 

１．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 

 （注）１．セグメント利益の調整額47百万円は、各報告セグメントに未配分の連結調整項目であります。    

    ２．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なっております。 

  

２．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。 

  

３．地域に関する情報  

  前第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 

（注）１．地域の区分は、地理的近接度によっております。  

   ２．各区分に属する主な内訳は次のとおりであります。 

  (1）米       州……………米国、メキシコ 他 

  (2）欧       州……………ドイツ、スペイン 他 

  (3）アジア・オセアニア……………タイ、台湾 他 

  (4）そ   の   他……………トルコ、サウジアラビア 他 

   ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の地域における売上高であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
血液及び血管

内関連 
（百万円）

体外循環 
関連 

（百万円）

合計 
（百万円）

調整額 
（百万円） 
（注）１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（百万円） 
（注）２ 

売上高        

外部顧客への売上高  7,010  8,924  15,934  － 15,934

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  －  － －

計  7,010  8,924  15,934  － 15,934

セグメント利益  1,007  368  1,376  △47 1,329

米州 
（百万円）  

欧州 
（百万円）  

  
アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

  

その他 
（百万円） 

計 
（百万円）  

 2,044  795  992  305  4,136



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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  

 （注）１．セグメント利益の調整額９百万円は、各報告セグメントに未配分の連結調整項目であります。 

    ２．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なっております。 

  

２．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。 

  

３．地域に関する情報  

  当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

 売上高 

（注）１．地域の区分は、地理的近接度によっております。  

   ２．各区分に属する主な内訳は次のとおりであります。 

  (1）米       州……………米国、メキシコ 他 

  (2）欧       州……………ドイツ、スペイン 他 

  (3）アジア・オセアニア……………タイ、台湾 他 

  (4）そ   の   他……………トルコ、サウジアラビア 他 

   ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

タイ国の洪水被害の影響について 

 平成23年10月にタイ国で大規模洪水が発生しており、当社連結子会社Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., 

Ltd.のナワナコーン工場（パトゥムタニ県ナワナコーン工業団地内）において浸水や停電等の影響により、平成23

年10月13日より操業を停止しております。 

 今回の洪水により、たな卸資産、建物および機械装置等への損害ならびに復旧のための修繕費等が発生する見込

みです。当該資産には保険を付保しておりますが、洪水被害が当社グループに及ぼす影響を現時点で合理的に見積

ることは困難であります。 

 なお、従業員についての人的被害はこれまで報告されておりません。 

  

【Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd.概要】 

 所在地  ：タイ国パトゥムタニ県（本社、工場）およびナコンラチャシマ県（工場） 

 代表者  ：平山 和之 

 資本金  ：235百万バーツ 

 出資比率 ：当社 99.2％ 

 設立   ：1978年３月  

 事業内容 ：医療機器・医薬品の製造 

  
血液及び血管

内関連 
（百万円）

体外循環 
関連 

（百万円）

合計 
（百万円）

調整額 
（百万円） 
（注）１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（百万円） 
（注）２ 

売上高        

外部顧客への売上高  6,810  8,802  15,613  － 15,613

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  －  － －

計  6,810  8,802  15,613  － 15,613

セグメント利益  948  105  1,053  9 1,063

米州 
（百万円）  

欧州 
（百万円）  

  
アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

  

その他 
（百万円） 

計 
（百万円）  

 1,930  840  1,070  299  3,940

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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