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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 20,349 △3.8 1,013 △36.6 940 △43.5 390 △3.0
24年3月期第1四半期 21,159 △5.9 1,597 △20.9 1,665 △16.0 402 △58.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △7百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 469百万円 （△7.8％）

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 3.83 ―
24年3月期第1四半期 4.08 ―

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

25年3月期第1四半期 110,243 75,483 66.6 721.40
24年3月期 110,721 75,955 66.8 726.18
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 73,472百万円 24年3月期 73,959百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

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) 40,000 △1.5 1,500 △48.1 1,500 △48.6 600 △44.4 5.89
通期 85,000 7.4 4,100 1.4 4,200 2.9 2,000 △50.4 19.64



(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 ： 有
（注）詳細は、添付資料２ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。

※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。

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 104,939,559 株 24年3月期 104,939,559 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,092,203 株 24年3月期 3,091,861 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 101,847,530 株 24年3月期1Q 98,477,178 株
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  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 

 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産活動は緩やかな持ち直しの傾向が見 

られたものの、欧州債務危機を巡る財政不安のリスク懸念やデフレの傾向もあり、依然として 

先行き不透明な状況で推移しました。 

 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、引き続き高品質・高付加価値製品の 

販売強化に努めるとともに事業全般にわたるコストダウンを図り、経営の効率化に一層注力 

いたしました。 

しかし、電子材料向け製品などが本格的な需要回復には至らず、当第１四半期連 

結累計期間の売上高は20,349百万円と前年同四半期に比べ△809百万円（△3.8％）の 

減収となりました。また、損益面におきましては、営業利益は1,013百万円と前年同 

四半期に比べ△584百万円（△36.6％）の減益、経常利益は940百万円と前年同四半 

期に比べ△724百万円（△43.5％）の減益、四半期純利益は390百万円と前年同四半 

期に比べ△11百万円（△3.0％）の減益となりました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 

総資産は、110,243百万円と前連結会計年度末に比べ477百万円減少しました。こ

れは主として受取手形及び売掛金や商品及び製品が増加したものの、現金及び預金

や投資有価証券が減少したことによるものです。負債は34,760百万円と前連結会計

年度末に比べ5百万円の減少とほぼ同水準となりました。これは主として賞与引当金

が増加したものの、短期借入金や長期借入金が減少したことによるものです。また、

少数株主持分を除く純資産は73,472百万円となり、前連結会計年度末に比べ486百万

円減少しました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月10日に公表いたし

ました数値から変更ありません。                         

              

 

  ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 

税金費用については、当第１四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。 

 

堺化学工業株式会社（4078）平成25年３月期第１四半期決算短信

－ 2 －



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）

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 17,927 17,215

受取手形及び売掛金 24,726 25,112

商品及び製品 9,827 10,190

仕掛品 2,712 2,607

原材料及び貯蔵品 3,565 3,846

その他 1,949 1,872

貸倒引当金 △78 △75

流動資産合計 60,630 60,769

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,784 11,618

機械装置及び運搬具（純額） 6,234 6,160

土地 17,259 17,260

その他（純額） 1,505 1,674

有形固定資産合計 36,784 36,713

無形固定資産

のれん 2,220 2,192

その他 307 292

無形固定資産合計 2,528 2,485

投資その他の資産

投資有価証券 7,354 6,834

その他 3,437 3,449

貸倒引当金 △13 △9

投資その他の資産合計 10,777 10,274

固定資産合計 50,090 49,474

資産合計 110,721 110,243

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,424 9,396

短期借入金 10,527 10,393

未払法人税等 464 436

賞与引当金 1,173 1,674

その他の引当金 81 52

その他 3,797 3,828

流動負債合計 25,469 25,782

固定負債

長期借入金 3,062 2,762

退職給付引当金 4,638 4,603

その他の引当金 567 500

その他 1,026 1,111

固定負債合計 9,296 8,977

負債合計 34,765 34,760
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 21,838 21,838

資本剰余金 19,025 19,025

利益剰余金 33,102 33,085

自己株式 △800 △800

株主資本合計 73,166 73,148

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 824 438

繰延ヘッジ損益 1 0

為替換算調整勘定 △33 △114

その他の包括利益累計額合計 793 324

少数株主持分 1,996 2,010

純資産合計 75,955 75,483

負債純資産合計 110,721 110,243
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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 21,159 20,349

売上原価 16,334 16,051

売上総利益 4,825 4,298

販売費及び一般管理費 3,227 3,284

営業利益 1,597 1,013

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 77 82

その他 83 54

営業外収益合計 163 138

営業外費用

支払利息 38 36

為替差損 42 81

休止固定資産減価償却費 6 55

その他 9 36

営業外費用合計 95 211

経常利益 1,665 940

特別利益

固定資産売却益 88 －

特別利益合計 88 －

特別損失

投資有価証券評価損 273 29

固定資産除却損 3 5

減損損失 － 1

災害による損失 257 －

特別損失合計 535 36

税金等調整前四半期純利益 1,218 903

法人税等 741 492

少数株主損益調整前四半期純利益 476 410

少数株主利益 74 20

四半期純利益 402 390
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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 476 410

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23 △388

繰延ヘッジ損益 △2 △2

為替換算調整勘定 18 △26

その他の包括利益合計 △7 △417

四半期包括利益 469 △7

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 397 △34

少数株主に係る四半期包括利益 71 27
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（３）継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

 

（４）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。 
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