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

24年3月期第3四半期 15,940 6.6 588 66.9 544 55.8 173 90.8
23年3月期第3四半期 14,946 △1.0 352 △17.5 349 △12.6 91 △80.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 171百万円 （88.9％） 23年3月期第3四半期 90百万円 （―％）

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3四半期 114.36 ―
23年3月期第3四半期 62.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 15,387 5,209 33.9
23年3月期 13,901 5,158 37.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,209百万円 23年3月期  5,158百万円

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  ：  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

23年3月期 ― ― ― 100.00 100.00
24年3月期 ― 75.00 ―
24年3月期（予想） 75.00 150.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 22,008 3.6 738 0.0 695 △4.6 400 16.6 262.48



(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 
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。業績予想に関する事項につきましては、添付資料３ページ「1.当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

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3Q 1,542,153 株 23年3月期 1,467,153 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 93 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 1,518,096 株 23年3月期3Q 1,467,153 株
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（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23年４月１日から平成23年12月31日まで）におけるわが国経済は、平成23年３

月に発生しました東日本大震災の影響により企業活動や消費マインドが低下し、さらに電力供給懸念、米国の景気

回復の遅れ及び欧州各国のソブリンリスクの顕在化等による円高の進行等が重しとなり、景気低迷感が先行する状

況が続きました。しかしながら、足元では消費の動向に持ち直しがみられ、また、生産設備やサプライチェーンの

復旧により、一部には景気回復の兆しがみられます。 

  当社グループの属する消火・防災業界におきましても、民間設備投資は下げ止まりつつあるものの、電力供給懸

念、公共投資の抑制等の影響により、なお不透明な状況が継続しております。 

  このような経済状況のもと、当社グループは、引き続き、消火・防災に関する総合防災企業としての位置付けを

強化すべく、積極的な営業活動を推進してまいりました。また、各種消火・防災設備、消火器、消防自動車そして

それらのメンテナンスを通じて世の中に安心・安全を提供し、社会インフラを構築するという社会的使命を果たす

べく、防災意識が益々高まるなか、震災復旧・復興案件にもグループ一丸となって対応に尽力しております。 

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は15,940百万円（前年同期比993百万円増加）となりました。 

  利益につきましては、工場原価の圧縮、引続いての経費削減に努めてまいりました結果、営業利益は588百万円

（同235百万円増加）となりました。 

  経常損益につきましては、第１四半期に、当社株式の東京証券取引所市場第二部への新規上場に係る費用を営業

外費用に計上したこと等により、経常利益544百万円（同195百万円増加）、四半期損益につきましては、繰延税金

資産の減少等により、四半期純利益173百万円（同82百万円増加）となりました。 

  当社グループは、各種消火防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造・販売、防災用品の

仕入・販売等、広く防災事業を行っており、単一セグメントであるため、業績については営業種目別に記載してお

ります。 

  営業種目別の業績は、次のとおりであります。 

  

  ① 防災設備事業 

  当第３四半期連結累計期間は、工事の進捗する大型物件が少なかったこと等により、売上高は7,911百万円（前

年同期比288百万円減少）、売上総利益は1,110百万円（同91百万円減少）となりました。 

  

  ② メンテナンス事業 

  当第３四半期連結累計期間は、引き続き、改修・補修工事案件が好調であったことから、売上高は3,880百万円

（同837百万円増加）、売上総利益は1,514百万円（同402百万円増加）となりました。 

  

  ③ 商品事業 

  当第３四半期連結累計期間は、平成23年４月より施行された消火器点検基準の法令改正による消火器の買替え需

要が惹起されたこと、東日本大震災後の防災関連用品の需要が旺盛であったこと等により、売上高は3,526百万円

（同559百万円増加）、売上総利益は506百万円（同83百万円増加）となりました。 

  

  ④ 車輌事業 

  当第３四半期連結累計期間は、第１四半期に機器販売の大型案件があったものの、売上高は622百万円（同114百

万円減少）、売上総利益は88百万円（同４百万円減少）となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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資産合計は、15,387百万円（前連結会計年度末比1,486百万円増加）となりまし

た。 

  流動資産は、12,038百万円（同1,330百万円増加）となりました。主な内容は、受取手形、売掛金及び完成工事

未収入金8,880百万円（同599百万円増加）、未成工事支出金729百万円（同554百万円増加）等であります。 

  固定資産は、3,348百万円（同155百万円増加）となりました。主な内容は、有形固定資産936百万円（同302百万

円増加）、のれん2,024百万円（同93百万円減少）等であります。 

  負債合計は、10,178百万円（同1,435百万円増加）となりました。  

  流動負債は、8,950百万円（同1,426百万円増加）となりました。主な内容は、支払手形、買掛金及び工事未払金

5,661百万円（同714百万円増加）、短期借入金2,290百万円（同420百万円増加）等であります。 

  固定負債は、1,227百万円（同８百万円増加）となりました。 

  純資産合計は、5,209百万円（同50百万円増加）となりました。当社株式の新規上場に伴う、平成23年６月28日

を払込期日とする公募増資による新株式75,000株の発行により、資本金は171百万円（同71百万円増加）、資本剰

余金は2,734百万円（同71百万円増加）となりました。また、配当金の支払262百万円及び四半期純利益173百万円

を計上したことにより、利益剰余金が2,307百万円（同88百万円減少）となりました。これらの結果、当第３四半

期連結会計期間末における自己資本比率は33.9%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23年６月29日の「東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等

のお知らせ」で公表いたしました、通期の連結業績予想に変更はありません。  

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 836,493 951,127

受取手形、売掛金及び完成工事未収入金 8,281,541 8,880,832

商品及び製品 537,752 597,928

仕掛品 91,517 227,158

原材料及び貯蔵品 335,632 388,745

未成工事支出金 174,783 729,548

繰延税金資産 400,949 191,356

その他 66,313 91,750

貸倒引当金 △16,464 △19,523

流動資産合計 10,708,519 12,038,924

固定資産   

有形固定資産 634,776 936,800

無形固定資産   

のれん 2,117,432 2,024,016

その他 41,858 39,808

無形固定資産合計 2,159,291 2,063,825

投資その他の資産 398,965 348,373

固定資産合計 3,193,033 3,348,999

資産合計 13,901,553 15,387,923

負債の部   

流動負債   

支払手形、買掛金及び工事未払金 4,946,645 5,661,243

短期借入金 1,870,000 2,290,000

1年内返済予定の長期借入金 66,000 166,000

未払法人税等 42,942 126,632

未成工事受入金 31,452 59,817

賞与引当金 243,896 243,407

役員賞与引当金 9,523 8,274

完成工事補償引当金 34,986 25,731

製品保証引当金 16,166 －

修繕引当金 38,021 15,689

その他 224,741 354,151

流動負債合計 7,524,375 8,950,948

固定負債   

長期借入金 159,250 109,750

退職給付引当金 656,148 674,538

役員退職慰労引当金 67,198 80,975

廃棄物処理費用引当金 75,501 －

修繕引当金 9,600 13,200

係争関連損失引当金 25,237 25,237

その他 225,544 323,722

固定負債合計 1,218,479 1,227,423

負債合計 8,742,854 10,178,372
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 171,145

資本剰余金 2,663,000 2,734,145

利益剰余金 2,396,409 2,307,646

自己株式 － △235

株主資本合計 5,159,409 5,212,701

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △710 △3,150

その他の包括利益累計額合計 △710 △3,150

純資産合計 5,158,698 5,209,550

負債純資産合計 13,901,553 15,387,923
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（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 14,946,909 15,940,485

売上原価 12,116,625 12,721,115

売上総利益 2,830,284 3,219,369

販売費及び一般管理費 2,477,739 2,630,932

営業利益 352,544 588,436

営業外収益   

受取利息 115 55

受取配当金 144 2,066

受取保険金 17,310 －

投資有価証券割当益 6,860 －

その他 4,082 1,642

営業外収益合計 28,512 3,765

営業外費用   

支払利息 19,441 21,171

為替差損 2,034 4,465

手形売却損 3,242 454

支払手数料 4,954 19,989

その他 1,726 1,287

営業外費用合計 31,398 47,367

経常利益 349,658 544,833

特別利益   

永年勤続慰労引当金戻入額 19,052 －

特別利益合計 19,052 －

特別損失   

固定資産除売却損 0 3,173

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,492 －

特別損失合計 21,492 3,173

税金等調整前四半期純利益 347,218 541,660

法人税、住民税及び事業税 27,030 108,140

法人税等調整額 229,178 259,912

法人税等合計 256,208 368,053

少数株主損益調整前四半期純利益 91,009 173,607

四半期純利益 91,009 173,607
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 91,009 173,607

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △396 △2,440

その他の包括利益合計 △396 △2,440

四半期包括利益 90,612 171,167

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 90,612 171,167

少数株主に係る四半期包括利益 － －

日本ドライケミカル㈱ (1909) 平成24年３月期 第３四半期決算短信

7



 該当事項はありません。   

   

   

 当社は、平成23年６月28日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式75,000株（発行価格 2,040円、引 

受価額 1,897.2円、資本組入額 948.6円）発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ71,145千円増加し、 

資本金が171,145千円、資本準備金が171,145千円となっております。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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