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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 12,729 3.2 669 △26.6 711 △26.5 432 △26.6

23年3月期第2四半期 12,333 △8.1 912 △47.4 966 △46.0 588 △14.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 258百万円 （16.1％） 23年3月期第2四半期 222百万円 （―％）

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 18.19 ―

23年3月期第2四半期 24.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 29,984 23,799 78.0
23年3月期 30,548 23,807 76.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  23,393百万円 23年3月期  23,392百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
24年3月期 ― 11.00

24年3月期（予想） ― 11.00 22.00

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 24,500 0.3 1,600 △0.2 1,750 0.6 1,000 △1.0 42.10



(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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）３ページ「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

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 25,372,447 株 23年3月期 25,372,447 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,622,029 株 23年3月期 1,621,704 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 23,750,656 株 23年3月期2Q 23,751,234 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の被害により混乱したサプライチェ

ーンの立て直しや、各種の政策効果などを背景に、持ち直しの動きもみられます。しかし、電力供給の

制約に加え、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動、さらにデフレの影響や雇用情勢の悪化

懸念など、依然として先行きは不透明な状況で推移してまいりました。 

 このような事業環境のなかで、当社グループは新製品上市による競争力の強化、新規テーマの獲得と

その拡販に努めてまいりましたが、感染予防対策関連商品の需要の減少により、家庭用製品事業では売

上高が減少し、損失が発生いたしました。一方、工業用製品事業では、植物性油脂等の販売が増加した

ことにより売上高は増加いたしましたが、中国での設備増強に伴う生産休止期間の影響により、利益は

減少いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は127億２千９百万円（前年同四半期比3.2％増）と増

収となりました。一方、利益面では営業利益６億６千９百万円（同26.6％減）、経常利益７億１千１百

万円（同26.5％減）となり、四半期純利益でも４億３千２百万円（同26.6％減）と減益となりました。

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当セグメントにおきましては、植物性油脂等の販売が増加したことにより売上高は増加いたしまし

たが、中国での設備増強に伴う生産休止期間の影響により、利益は減少いたしました。 

当セグメントにおきましては、手指消毒剤をはじめとした感染予防対策関連商品の需要の減少によ

り売上高が減少し、損失が発生いたしました。 

当セグメントにおきましては、マンション分譲事業における完成済物件の販売減により売上高は減

少いたしましたが、それに伴う販売費が減少したため利益は改善いたしました。 

当セグメントにおきましては、医薬品業界からの薬理・安全性試験の受託減により、売上高・利益

ともに減少いたしました。 

  

１．当四半期決算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

①  工業用製品事業

②  家庭用製品事業

③  不動産事業

④  その他の事業
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当第２四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度（以下「前期」という。）比５億６千３百万

円減少し、299億８千４百万円となりました。これは主として、建設仮勘定の増加などにより固定資産

が１億８千５百万円増加する一方で、販売用不動産の減少などにより流動資産が７億４千８百万円減少

したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間の負債は、前期比５億５千６百万円減少し、61億８千５百万円となりまし

た。これは主として、支払手形及び買掛金の減少などにより流動負債が４億８千７百万円減少し、繰延

税金負債の減少などにより固定負債が６千８百万円減少したことによるものであります。   

当第２四半期連結会計期間の純資産は、前期比７百万円減少し、237億９千９百万円となりました。

これは主として、四半期純利益の計上４億３千２百万円及び配当金の支払い２億６千１百万円により株

主資本が１億７千万円増加する一方で、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定などの減少に

よりその他の包括利益累計額が１億６千９百万円減少したことなどによるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間の売上高は、概ね計画どおりに推移しており、平成23年４月28日公表の業績

予想に修正はありません。 

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異なる場合があります。 

  

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 3,599,027 3,561,542

受取手形及び売掛金 6,485,809 6,402,533

商品及び製品 1,918,449 1,861,090

販売用不動産 708,340 327,009

仕掛品 1,259,480 1,154,439

仕掛販売用不動産 430,787 443,965

原材料及び貯蔵品 1,647,764 1,517,554

繰延税金資産 276,182 267,853

その他 317,022 357,648

貸倒引当金 △18,934 △18,685

流動資産合計 16,623,929 15,874,950

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,314,149 3,207,294

機械装置及び運搬具（純額） 1,006,886 898,609

土地 3,906,943 3,906,943

建設仮勘定 167,688 729,476

その他（純額） 412,528 383,202

有形固定資産合計 8,808,196 9,125,526

無形固定資産 380,786 378,476

投資その他の資産   

投資有価証券 4,268,719 4,142,743

その他 467,240 463,268

投資その他の資産合計 4,735,959 4,606,012

固定資産合計 13,924,943 14,110,014

資産合計 30,548,872 29,984,965
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,390,922 3,032,847

未払金 785,750 480,681

未払法人税等 95,601 242,374

繰延税金負債 2,925 －

賞与引当金 366,537 352,571

役員賞与引当金 37,053 17,326

設備関係未払金 353,976 598,057

その他 652,117 473,077

流動負債合計 5,684,885 5,196,936

固定負債   

繰延税金負債 282,069 238,204

退職給付引当金 560,604 559,403

長期未払金 55,633 45,173

長期預り保証金 116,307 97,225

資産除去債務 35,430 35,430

その他 6,387 12,939

固定負債合計 1,056,432 988,375

負債合計 6,741,318 6,185,312

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,933,221 5,933,221

資本剰余金 6,803,362 6,803,362

利益剰余金 11,346,697 11,517,384

自己株式 △1,021,690 △1,021,857

株主資本合計 23,061,591 23,232,112

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 507,100 431,946

繰延ヘッジ損益 5,442 △7,692

為替換算調整勘定 △181,284 △262,891

その他の包括利益累計額合計 331,257 161,362

少数株主持分 414,705 406,178

純資産合計 23,807,554 23,799,652

負債純資産合計 30,548,872 29,984,965
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

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 12,333,800 12,729,464

売上原価 9,402,649 10,031,500

売上総利益 2,931,151 2,697,964

販売費及び一般管理費 2,018,638 2,028,297

営業利益 912,513 669,666

営業外収益   

受取利息 9,048 11,588

受取配当金 50,813 60,601

雑収入 15,552 25,651

営業外収益合計 75,414 97,840

営業外費用   

支払利息 1,905 1,793

為替差損 18,551 53,664

雑損失 482 913

営業外費用合計 20,940 56,371

経常利益 966,987 711,136

特別利益   

固定資産売却益 74,398 56,586

移転補償金 － 123,688

貸倒引当金戻入額 835 －

負ののれん発生益 4,833 －

特別利益合計 80,067 180,275

特別損失   

固定資産除却損 15,225 120,329

投資有価証券評価損 4,617 －

工場移転費用 － 64,769

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 35,430 －

特別損失合計 55,272 185,098

税金等調整前四半期純利益 991,783 706,312

法人税、住民税及び事業税 253,190 231,691

法人税等調整額 116,385 24,100

法人税等合計 369,575 255,792

少数株主損益調整前四半期純利益 622,207 450,520

少数株主利益 33,478 18,478

四半期純利益 588,729 432,041

少数株主利益 33,478 18,478

少数株主損益調整前四半期純利益 622,207 450,520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △225,426 △75,154

繰延ヘッジ損益 △3,418 △14,564

為替換算調整勘定 △171,017 △102,636

その他の包括利益合計 △399,861 △192,355

四半期包括利益 222,345 258,165

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 223,402 262,146

少数株主に係る四半期包括利益 △1,056 △3,981

日本精化㈱(4362)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-7-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 991,783 706,312

減価償却費 341,297 381,891

のれん償却額 740 740

負ののれん償却額 △496 △496

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,355 △248

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,156 △1,201

受取利息及び受取配当金 △59,862 △72,189

支払利息 1,905 1,793

為替差損益（△は益） 1,152 40,788

有形固定資産除売却損益（△は益） △59,173 102,485

無形固定資産除売却損益（△は益） － △38,742

移転補償金 － △123,688

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 35,430 －

工場移転費用 － 44,848

売上債権の増減額（△は増加） 188,541 69,699

たな卸資産の増減額（△は増加） 342,711 639,881

預り保証金の増減額（△は減少） 4,598 △19,082

仕入債務の増減額（△は減少） △404,906 △381,754

その他 △217,119 △229,653

小計 1,174,799 1,121,382

利息及び配当金の受取額 60,590 72,352

利息の支払額 △1,905 △1,793

法人税等の支払額 △1,297,664 △49,218

営業活動によるキャッシュ・フロー △64,179 1,142,722

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 △760,873 △6,509

定期預金の払戻による収入 85,132 229,017

有形固定資産の取得による支出 △271,460 △829,279

有形固定資産の売却による収入 284,842 －

無形固定資産の取得による支出 － △84,091

無形固定資産の売却による収入 － 93,211

投資有価証券の取得による支出 △100,341 △100,350

投資有価証券の償還による収入 300,000 100,000

子会社出資金の取得による支出 △6,581 －

貸付金の回収による収入 395 405

投資活動によるキャッシュ・フロー △468,886 △597,596

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △1,777 △2,534

配当金の支払額 △261,263 △261,258

少数株主への配当金の支払額 △4,803 △4,545

自己株式の取得による支出 △28 △166

財務活動によるキャッシュ・フロー △267,873 △268,505

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,344 △23,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △829,284 252,783

現金及び現金同等物の期首残高 2,998,638 2,175,880

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,169,354 2,428,664
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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) 

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 

(単位：千円) 

 
（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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 

(単位：千円) 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額(注)工業用製品 

事業
家庭用製品

事業
不動産
事業

その他の
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,479,452 2,702,063 736,440 415,844 12,333,800 － 12,333,800

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

70,466 29,344 14,149 400 114,360 △114,360 －

計 8,549,918 2,731,408 750,590 416,244 12,448,161 △114,360 12,333,800

セグメント利益 634,108 173,723 44,518 60,162 912,513 － 912,513

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額(注)工業用製品 

事業
家庭用製品

事業
不動産
事業

その他の
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 9,205,925 2,612,082 578,711 332,745 12,729,464 － 12,729,464

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

70,516 31,861 15,812 800 118,991 △118,991 －

計 9,276,441 2,643,944 594,524 333,545 12,848,456 △118,991 12,729,464

セグメント利益又は損失(△) 608,022 △24,397 60,113 25,928 669,666 － 669,666

（６）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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