
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 本州化学工業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 4115 URL http://www.honshuchemical.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 佐野 景一
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 和智 達也 TEL 03-3272-1482
四半期報告書提出予定日 平成23年2月9日
配当支払開始予定日 ―
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23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 12,426 14.0 1,678 568.8 1,785 188.5 1,053 360.9
22年3月期第3四半期 10,902 △25.6 250 △84.9 618 △62.7 228 △72.7

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

23年3月期第3四半期 91.71 ―
22年3月期第3四半期 19.90 ―

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

23年3月期第3四半期 20,072 12,444 57.3 1,001.41
22年3月期 20,018 12,017 54.1 943.02

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  11,498百万円 22年3月期  10,829百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 6.00 ―
23年3月期 

（予想）
10.00 16.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 16,800 12.0 1,450 167.1 1,500 45.7 770 58.1 67.05



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 11,500,000株 22年3月期  11,500,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  17,332株 22年3月期  16,444株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,483,331株 22年3月期3Q 11,484,148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（４～12月）における経済情勢は、前半は中国を中心としたアジア諸国の成長に伴

う外需の増大や、国内外の経済対策の効果等を背景に、景気は回復基調で推移しました。しかしな

がら、秋頃より、円高の進行に伴い輸出が減速するとともに、夏場の駆け込み需要の反動による個

人消費の落ち込み等があり、景気回復は足踏み状態となりました。 

このような環境の中で、当社グループの販売は国内外の景気回復によるＩＴ・自動車関連製品の

需要伸長を背景に総じて堅調に推移しました。 

一方で市場のグローバル化に対応すべく、平成22年４月に事業部門を再編のうえ、既存製品の拡

販と新規製品の開発・市場投入のスピードアップに一層注力するとともに、生産効率の向上やコス

トダウンの徹底など経営全般にわたり競争力強化のための効率化・合理化に鋭意取り組んでまいり

ました。 

 その結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）となり、営業利益は 百万円

（同 ％増）、経常利益は 百万円（同 ％増）、四半期純利益は 百万円（

％増）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。 

※当社は、激変する事業環境に対応した競争基盤の強化に向けて、事業部門の機能を強化すべく組

織改正を行い（平成22年４月１日付）所管事業の変更を行いました。これに伴い、当期より主なセ

グメントとして化学品、機能材料、工業材料の３セグメントに変更しております（従来は単一セグ

メントとして部門別の売上高を開示）。 

＜化学品＞ 

・トリメチルフェノール 

 クレゾール誘導品の主力製品であるトリメチルフェノールは、家畜用飼料の添加剤に使用され

るビタミンＥの原料として、主に中国及び欧州向けに輸出されております。 

 当第３四半期においては、採算重視の方針に基づき安値の中国向け輸出を手控えたため、売上

高は前年同四半期に比べ減少しました。 

・その他クレゾール誘導品 

 当第３四半期においては、酸化防止剤用途向け製品の需要が伸長したため、売上高は前年同四

半期に比べ増加しました。 

・ビフェノール 

 ビフェノールは、パソコン・携帯電話等のＩＴ関連機器やデジタル家電の電子部品に用いられ

る耐熱性・精密成形性に優れた液晶ポリマー（ＬＣＰ）の原料として使用されております。 

 当第３四半期においては、ＩＴ関連機器やデジタル家電の順調な需要伸長を背景に国内販売が

好調に推移したため、売上高は前年同四半期に比べ大幅に増加しました。 

・ビスフェノールＦ 

 ビスフェノールＦを使用したエポキシ樹脂は、加工性と金属接着性に特に優れており、ノンハ

ロゲンタイプの難燃性積層板や粉体塗料等の土木・建設材料用途に使用されております。 

 当第３四半期においては、電子部品向けをはじめ全体的に需要が伸長し販売が順調であったた

め、売上高は前年同四半期に比べ増加しました。 

 この結果、化学品セグメントの当第３四半期における売上高は 百万円、セグメント利益は

百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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＜機能材料＞ 

・フォトレジスト材料 

 フォトレジスト材料は、半導体およびＬＣＤ（液晶ディスプレー）の製造過程で使用されてお

ります。 

 当第３四半期においては、ＩＴ関連機器やデジタル家電の堅調な需要伸長を背景に、半導体及

びＬＣＤ用のいずれも好調な販売であったため、売上高は前年同四半期に比べ増加しました。 

・特殊ビスフェノール 

 特殊ビスフェノールは、自動車部品や光学・電子部品に用いられる特殊ポリカーボネート樹脂

やエポキシ封止材・積層板に用いられる特殊エポキシ樹脂の原料として使用されており、耐熱性

と光学特性に優れた機能を発揮します。 

 当第３四半期においては、自動車部品や光学・電子部品用途向けの需要が堅調に推移し、特殊

ポリカーボネート樹脂及び特殊エポキシ樹脂向けのいずれも好調な販売であったため、売上高は

前年同四半期に比べ大幅に増加しました。 

 この結果、機能材料セグメントの当第３四半期における売上高は、 百万円、セグメント利

益は 百万円となりました。 

＜工業材料＞ 

・特殊ビスフェノール 

 自動車部品向けの特殊ポリカーボネート樹脂の原料に使用される特殊ビスフェノールは、海外

拠点のハイビス社において主に製造販売されております。当第３四半期においては、好調な需要

を背景に販売数量が大幅に増えたため、売上高は前年同四半期に比べ増加しました。 

・受託品  

 当第３四半期においては、一部を除くほとんどの受託品について販売数量が増えたため、売上

高は前年同四半期に比べ増加しました。 

 この結果、工業材料セグメントの当第３四半期における売上高は、 百万円、セグメント利

益は 百万円となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりま

した。 

 流動資産合計は、現金及び預金の増加（ 百万円）、商品及び製品の増加（ 百万円）等によ

り、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。 

 固定資産合計は、機械装置及び運搬具の減少（ 百万円）等により、前連結会計年度末に比べ

て 百万円減少し、 百万円となりました。 

 負債合計は、買掛金の増加（ 百万円）、短期借入金の減少（ 百万円）等により、前連結

会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は ％となり、前連結会計年度末に比べて ポイント上昇しまし

た。  
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年10月26日に発表しました連結業績予想につきましては、現時点では変更ありません。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

  

② 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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見積実効税率を乗じ

て計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 なお、この変更による影響額は軽微であります。 

   

２．その他の情報



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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,305 2,797

売掛金 3,999 3,950

商品及び製品 3,180 2,487

仕掛品 331 362

原材料及び貯蔵品 502 487

その他 157 310

流動資産合計 11,477 10,395

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 5,360 6,404

その他（純額） 2,258 2,182

有形固定資産合計 7,619 8,586

無形固定資産 129 179

投資その他の資産   

その他 850 861

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 846 856

固定資産合計 8,595 9,622

資産合計 20,072 20,018

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,200 1,673

短期借入金 1,100 2,537

未払法人税等 577 120

役員賞与引当金 15 20

その他 939 924

流動負債合計 4,832 5,276

固定負債   

長期借入金 1,400 1,400

退職給付引当金 1,245 1,227

役員退職慰労引当金 87 66

その他 61 29

固定負債合計 2,795 2,724

負債合計 7,628 8,000



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500 1,500

資本剰余金 1,013 1,013

利益剰余金 9,200 8,330

自己株式 △10 △10

株主資本合計 11,703 10,834

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25 △20

為替換算調整勘定 △178 15

評価・換算差額等合計 △204 △4

少数株主持分 945 1,188

純資産合計 12,444 12,017

負債純資産合計 20,072 20,018



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

売上高 10,902 12,426

売上原価 9,447 9,591

売上総利益 1,455 2,835

販売費及び一般管理費 1,204 1,156

営業利益 250 1,678

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 22

受取補償金 416 117

その他 130 46

営業外収益合計 549 187

営業外費用   

支払利息 67 33

生産休止費用 103 32

その他 11 13

営業外費用合計 181 80

経常利益 618 1,785

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16

特別損失合計 － 16

税金等調整前四半期純利益 618 1,769

法人税等 242 593

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,176

少数株主利益 147 123

四半期純利益 228 1,053



該当事項はありません。  

  

事業の種類別セグメント情報]  

 前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 当社及び連結子会社はファインケミカルの専門メーカーとして、同一のセグメントに属する製品の製造・販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類がないため記載しておりません。  

  

[所在地別セグメント情報]  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注） １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

    ２．各区分に属する国又は地域は次のとおりであります。 

       欧州・・・・・・・ドイツ 

  

[海外売上高] 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）欧州・・・・・・・ドイツ、スイス他 

（２）北米・・・・・・・米国 

（３）アジア・・・・・・中国、台湾他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

[セグメント情報]  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、本店に製品別の事業部を置き、各事業部は所管する製品について、国内及び海外の包括的な戦略を立

案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業部を基礎とした製品別のセグメントで構成されており、「化学品」、「機能材料」

及び「工業材料」の３つを報告セグメントとしております。 

 「化学品」は、トリメチルフェノール、その他クレゾール誘導品、ビフェノール、ビスフェノールＦ、購入品

等を生産・販売しております。「機能材料」は、フォトレジスト材料、特殊ビスフェノール等を生産・販売して

おります。「工業材料」は、主にハイビス社の特殊ビスフェノール、受託品等を生産・販売しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  日本 欧州 計 消去又は全社 連結 

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

  売上高           

  (１) 外部顧客に対する売上高  9,516  1,386  10,902  －  10,902

  (２) 
セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 32  －  32  (32)  －

     計  9,549  1,386  10,935  (32)  10,902

  営業利益又は営業損失（△）  △216  468  251  (0)  250

  欧州 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,145  34  944  3,125

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  10,902

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 19.7  0.3  8.7  28.7



２．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 

当第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） 

（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、販売用役等を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円が

含まれております。 

３．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っております。  

※セグメントの変更について 

 当社は、これまでファインケミカル製品の製造・販売のみの単一セグメントとして開示しておりましたが、激変

する事業環境に対応した競争基盤の強化に向けて、事業部門の機能を強化すべく組織改正を行い（平成22年４月１

日付）所管事業の変更を行いました。これに伴い、当期よりセグメントを化学品、機能材料、工業材料の３セグメ

ントに変更しております。 

  

＜参考：開示区分の対比＞   

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。  

  （単位：百万円）

  

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 

化学品 機能材料 工業材料 計 

売上高              

外部顧客への売

上高 
 5,709  3,222  3,384  12,317  109  12,426 －  12,426

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ －  40  40 －  40  △40 － 

計  5,709  3,222  3,424  12,357  109  12,467  △40  12,426

セグメント利益  614  1,005  651  2,270  29  2,300  △621  1,678

△621 △621

（旧部門ベース）  （新セグメントベース） 

  主要製品 
2010年度第３四半期

売上高  
   主要製品 

2010年度第３四半期

売上高 

高機能化学品 

フォトレジスト材料 

トリメチルフェノール 

クレゾール誘導品  

  2,756  化学品 

トリメチルフェノール 

その他クレゾール誘導

品  

ビフェノール 

ビスフェノールＦ 

購入品  

  5,709

高機能樹脂原料 

ビフェノール 

特殊ビスフェノール 

（ビスフェノールＦ・ 

ハイビス社含む）  

  7,508  機能材料 

フォトレジスト材料 

特殊ビスフェノール 

開発品  

  3,222

その他化成品 

受託品 

購入品 

販売用役等  

  2,162
 工業材料 

特殊ビスフェノール 

（主にハイビス社）  

受託品  

  3,384

 その他 販売用役等    109

合計   12,426  合計   12,426



該当事項はありません。  

  

（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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