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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 8,107 △7.1 △177 ― △247 ― △248 ―
24年3月期第1四半期 8,724 △25.2 108 △78.0 56 △86.8 12 △50.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △424百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △97百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △2.83 ―
24年3月期第1四半期 0.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 60,347 30,204 50.0
24年3月期 62,296 30,630 49.1
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  30,191百万円 24年3月期  30,616百万円

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  
平成25年３月期の配当予想額については、未定であります。 

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

24年3月期 ― 3.00 ― 0.00 3.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 17,200 △3.6 △170 ― △260 ― △90 ― △1.02
通期 36,600 6.0 320 ― 140 ― 60 ― 0.68



(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 
  １．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条件に基づいて 
    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。 
  ２．平成25年3月期の配当予想額については、今後の業績動向をさらに見極める必要があり、現時点では未定であります。今後、配当予想額の開示が 
    可能となった時点で速やかに開示いたします。 
 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 89,227,755 株 24年3月期 89,227,755 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,248,409 株 24年3月期 1,247,891 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 87,979,485 株 24年3月期1Q 87,980,501 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興事業やエコカー補助金の政策を背景に緩

やかな回復基調が見られるものの、円高の定着、欧州債務問題による金融危機、中国などの新興国経済の伸び悩み

等、依然として、経営環境は先行き不透明な状況が続いております。  

 このような環境の下、当社グループは「収益構造の強化」「事業の再構築」「新製品開発の加速化」の３点を掲

げ、積極的な経営活動を展開し業績の向上に努めてまいりましたが、売上高は81億7百万円（前年同期比6億1千6百

万円減）となり、経常損失は2億4千7百万円（前年同期は経常利益5千6百万円）、四半期純損失は2億4千8百万円

（前年同期は四半期純利益1千2百万円）となりました。  

 当社グループのセグメント別の概況は、次の通りとなりました。 

  

①無機化学品事業 

 無機化学品事業では、クロム製品は鉄鋼・めっき業界向け出荷数量が減少し、また、輸出の落ち込みも改善され

ず、売上高は減少しました。リン製品は液晶・半導体の低迷の影響、及び難燃剤や電池関連製品の出荷数量が減少

し、売上高は減少しました。シリカ製品は紙パルプ向けが回復し、売上高は増加しました。バリウム製品は液晶や

電子材料向けに出荷数量が伸び、売上高は増加しました。  

  

②有機化学品事業 

 有機化学品事業では、医薬中間体は今年度より新たな製品の出荷が始まり、売上高は増加しました。農薬は秋以

降順調な出荷が見込まれますが、足下は出荷が低調で、売上高は減少しました。ホスフィン誘導体は新規用途が伸

びず、売上高は減少しました。有機電子材料は需要が回復し、売上高は増加しました。  

  

③電材事業 

 電材事業では、リチウムイオン電池用正極材料はノートパソコンの販売不振の影響や価格下落により、売上高は

減少しました。電子セラミック材料はスマートフォン・自動車向け等、一部の製品は回復したものの、電子業界全

体では未だ本回復には至らず、また、販売価格の低下もあり、売上高は昨年並となりました。回路材料は大型ディ

スプレイの販売不振の影響により、売上高は減少しました。  

  

④賃貸事業  

 賃貸事業は、堅調に推移しました。 

  

⑤その他 

 空調関連事業及び書店事業等は、順調に推移しております。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四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19億4千8百万円減少し、純資産は4億2千5百

万円減少しております。その結果、自己資本比率は49.1％から50.0％となっております。 

 増減の主なものは次の通りであります。 

 流動資産では、現金及び預金が15億1千万円減少し、受取手形及び売掛金が2億9千3百万円減少し、商品及び製品

が3億7百万円増加し、原材料及び貯蔵品が3億8千4百万円増加しております。 

 固定資産では、有形固定資産が6億2百万円減少し、投資有価証券が2億8千9百万円減少しております。 

 流動負債では、短期借入金が2億6千2百万円減少し、賞与引当金が1億7千9百万円減少し、設備関係未払金が4億4

千4百万円減少しております。 

 固定負債では、長期借入金が5億9千1百万円減少しております。 

 株主資本では、利益剰余金が2億4千8百万円減少しております。 

 その他の包括利益累計額では、その他有価証券評価差額金が1億8千1百万円減少しております。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表しました業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって

予想数値とは異なる可能性があります。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

日本化学工業㈱　(4092)　平成25年3月期　第1四半期決算短信

－2－



２．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,788 3,277

受取手形及び売掛金 9,701 9,408

商品及び製品 4,231 4,539

仕掛品 2,547 2,484

原材料及び貯蔵品 2,612 2,997

繰延税金資産 1,170 1,258

その他 624 676

貸倒引当金 △18 △17

流動資産合計 25,658 24,624

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,097 30,905

減価償却累計額 △17,629 △17,666

建物及び構築物（純額） 13,467 13,238

機械装置及び運搬具 54,622 54,682

減価償却累計額 △46,197 △46,728

機械装置及び運搬具（純額） 8,425 7,954

土地 7,929 7,940

建設仮勘定 511 579

その他 5,999 6,112

減価償却累計額 △5,081 △5,174

その他（純額） 918 938

有形固定資産合計 31,252 30,650

無形固定資産 402 385

投資その他の資産   

投資有価証券 3,170 2,880

長期貸付金 353 352

繰延税金資産 39 39

その他 1,551 1,551

貸倒引当金 △132 △136

投資その他の資産合計 4,982 4,687

固定資産合計 36,637 35,723

資産合計 62,296 60,347
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,318 5,283

短期借入金 10,198 9,936

未払法人税等 70 7

未払消費税等 67 44

賞与引当金 299 119

設備関係未払金 1,387 942

その他 3,251 3,446

流動負債合計 20,593 19,780

固定負債   

長期借入金 6,204 5,612

退職給付引当金 1,465 1,436

繰延税金負債 2,339 2,254

その他 1,063 1,059

固定負債合計 11,072 10,362

負債合計 31,665 30,142

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,757 5,757

資本剰余金 2,269 2,269

利益剰余金 22,542 22,293

自己株式 △349 △349

株主資本合計 30,219 29,970

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 429 248

為替換算調整勘定 △32 △26

その他の包括利益累計額合計 397 221

少数株主持分 13 12

純資産合計 30,630 30,204

負債純資産合計 62,296 60,347
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,724 8,107

売上原価 7,161 6,882

売上総利益 1,563 1,225

販売費及び一般管理費 1,454 1,402

営業利益又は営業損失（△） 108 △177

営業外収益   

受取利息及び配当金 34 35

その他 52 55

営業外収益合計 86 90

営業外費用   

支払利息 81 70

持分法による投資損失 9 6

その他 47 83

営業外費用合計 139 160

経常利益又は経常損失（△） 56 △247

特別損失   

固定資産除却損 16 40

投資有価証券評価損 － 33

特別損失合計 16 73

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

39 △321

法人税、住民税及び事業税 29 12

法人税等調整額 △3 △84

法人税等合計 26 △72

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

13 △249

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12 △248
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

13 △249

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △107 △181

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 5

その他の包括利益合計 △110 △175

四半期包括利益 △97 △424

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △97 △424

少数株主に係る四半期包括利益 0 △0
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該当事項はありません。       

  

〔セグメント情報〕  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

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 

                                         (単位：百万円) 

（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、空調関連事業及び書店事業等を含ん

でおります。  

2.セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。  

3.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結計算書の営業利益と調整を行っております。  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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 

                                         (単位：百万円) 

（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、空調関連事業及び書店事業等を含ん

でおります。  

2.セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。  

3.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結計算書の営業損失（△）と調整を行っております。  

２.報告セグメントの変更等に関する情報 

従来、「その他」に含めていた「賃貸事業」については、量的な重要性が増したため、前連結会計年度より

報告セグメントとして記載する方法に変更しております。なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情

報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。 

     

 該当事項はありません。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

 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

無機化学品
事業 

有機化学品
事業 

電材事業 賃貸事業 計 

売上高                   

外部顧客への 

売上高 
 4,435  813  2,248  127  7,624  1,099  8,724  －  8,724

セグメント間の

内部売上高 

又は振替高 

 13  －  －  6  20  46  66  △66  －

計  4,448  813  2,248  134  7,644  1,146  8,791  △66  8,724

セグメント利益 

又は損失（△）  
 39  △86  12  77  43  60  103  4  108

  

 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

無機化学品
事業 

有機化学品
事業 

電材事業 賃貸事業 計 

売上高                   

外部顧客への 

売上高 
 4,332  596  1,928  128  6,986  1,121  8,107  －  8,107

セグメント間の

内部売上高 

又は振替高 

 7  －  －  6  14  53  68  △68  －

計  4,340  596  1,928  135  7,001  1,174  8,175  △68  8,107

セグメント利益 

又は損失（△）  
 117  △165  △176  78  △145  △37  △183  5  △177

（５）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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