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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におけるわが国経済は、家電エコポイント制度の縮小やエコカー補助金の打ち切りな

ど政策効果が薄れ、個人消費が冷え込んでまいりました。また、世界的なＩＴ製品の在庫調整もあり、生産や輸出

に影響を受けました。さらに、原材料価格の高騰や円高が続く中、景気は踊り場を脱却できず、依然として厳しい

状況で推移してまいりました。 

 このような状況のもと、当社グループの主力分野でありますプリント配線板業界は、中国を中心に在庫調整が行

われました。また、もう一方の主力分野であります合繊織物業界は、細番手を中心とする軽くて機能性の高い織物

が好調に推移してまいりました。 

 その中で、当社グループにおきましては「選択と集中」のスローガンのもと各分野における研究開発スピードを

上げ、「ものづくり」に専念してまいりました。その結果、混合系製品では特徴あるレジストインクの開発を行い

ました。反応系製品では化粧品関係においてヘアセット剤だけでなく、シャンプー・コンディショナー分野へ積極

的に販売展開を進めることができました。また、製紙・印刷関係や機能性樹脂関係でも、特徴ある樹脂開発に注力

し、売上高と利益確保に努力してまいりました。さらに、引き続き徹底したムダの排除と、生産性向上に努め、経

費節減にも努力してまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,308百万円（前年同期比6.2％増）となりました。また、営業

利益は593百万円（同34.0％増）、経常利益は629百万円（同28.4％増）、四半期純利益は382百万円（同24.7％

増）の増収増益となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は12,622百万円と前連結会計年度末に比べ、270百万円増加いたし

ました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ435百万円増加し8,181百万円となりました。これは、現金及び預金が187百

万円増加したことや、受取手形及び売掛金が179百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ164百万円減少し4,441百万円となりました。これは、減価償却累計額が増加

したため有形固定資産が87百万円減少したこと、及び投資有価証券が68百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ100百万円増加し1,571百万円となりました。これは未払金が56百万円減少、

未払法人税等が180百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が382百万円増加したこと等によるものでありま

す。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ2百万円減少し451百万円となりました。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ173百万円増加し10,599百万円となりました。これは為替換算調整勘定が65百

万円減少したものの、利益剰余金が250百万円増加したことによるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から

148百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には1,452百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの概要は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は447百万円（前年同期比39.9％減）となりまし

た。これは主として、税金等調整前四半期純利益625百万円（同24.8％増）に対し、法人税等の支払額が341百万円

（同490.2％増）と前年同期に比べて増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は453百万円（前年同期は10百万円の減少）とな

りました。これは主として、定期預金の払戻による収入4,250百万円（前年同期比7.9％増）に対し、定期預金の預

入による支出4,586百万円（同16.4％増）や有形固定資産の取得による支出112百万円（同436.7％増）等によるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は130百万円（同28.1％減）となりました。これ

は、当第３四半期連結累計期間は自己株式の取得が無かったことと配当金の支払額130百万円（同2.2％減）による

ものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間につきましては、概ね予想の範囲内で推移しておりますので業績予想の見直しは行っ

ておりません。 

  

（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 

（簡便な会計処理） 

 ①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 ②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する方法により算定し

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 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報
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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）

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 4,988,194 4,800,494

受取手形及び売掛金 1,962,312 1,782,947

商品及び製品 492,730 453,134

仕掛品 211,833 224,981

原材料及び貯蔵品 456,714 371,949

繰延税金資産 33,559 95,489

その他 36,170 20,867

貸倒引当金 △402 △4,103

流動資産合計 8,181,113 7,745,761

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,728,210 3,730,368

減価償却累計額 △2,752,691 △2,701,758

建物及び構築物（純額） 975,519 1,028,609

機械装置及び運搬具 5,680,888 5,675,487

減価償却累計額 △5,346,455 △5,269,921

機械装置及び運搬具（純額） 334,433 405,565

工具、器具及び備品 859,702 882,961

減価償却累計額 △820,775 △840,438

工具、器具及び備品（純額） 38,926 42,523

土地 2,097,295 2,097,295

建設仮勘定 62,475 22,036

有形固定資産合計 3,508,649 3,596,030

無形固定資産   

のれん 684 870

その他 55,086 59,523

無形固定資産合計 55,770 60,393

投資その他の資産   

投資有価証券 839,391 907,573

従業員に対する長期貸付金 1,414 1,680

繰延税金資産 12,160 10,560

その他 33,662 36,658

貸倒引当金 △9,969 △7,397

投資その他の資産合計 876,659 949,075

固定資産合計 4,441,080 4,605,499

資産合計 12,622,193 12,351,261

互応化学工業㈱（4962）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,285,831 903,435

未払金 117,065 173,584

未払費用 3,125 17,289

未払法人税等 38,466 218,608

賞与引当金 55,215 109,981

役員賞与引当金 10,500 14,000

その他 61,150 34,447

流動負債合計 1,571,354 1,471,348

固定負債   

繰延税金負債 － 3,367

退職給付引当金 329,646 335,075

役員退職慰労引当金 122,128 115,578

固定負債合計 451,775 454,022

負債合計 2,023,129 1,925,370

純資産の部   

株主資本   

資本金 842,000 842,000

資本剰余金 827,990 827,990

利益剰余金 9,364,937 9,114,904

自己株式 △268,187 △268,187

株主資本合計 10,766,739 10,516,707

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64,215 74,299

為替換算調整勘定 △249,867 △183,895

評価・換算差額等合計 △185,651 △109,595

少数株主持分 17,975 18,778

純資産合計 10,599,063 10,425,890

負債純資産合計 12,622,193 12,351,261
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：千円）

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 4,999,108 5,308,106

売上原価 3,409,111 3,501,284

売上総利益 1,589,997 1,806,821

販売費及び一般管理費 1,147,301 1,213,616

営業利益 442,695 593,204

営業外収益   

受取利息 8,880 7,609

受取配当金 3,598 3,885

持分法による投資利益 20,731 38,553

受取ロイヤリティー 20,580 17,246

雑収入 7,890 9,676

営業外収益合計 61,681 76,970

営業外費用   

売上割引 4,300 5,947

為替差損 8,143 31,679

貸倒引当金繰入額 91 2,852

その他 1,742 480

営業外費用合計 14,277 40,958

経常利益 490,099 629,216

特別利益   

固定資産売却益 － 895

貸倒引当金戻入額 － 2,971

投資有価証券売却益 12,078 －

特別利益合計 12,078 3,867

特別損失   

固定資産除却損 573 1,225

持分変動損失 － 5,894

特別損失合計 573 7,120

税金等調整前四半期純利益 501,604 625,962

法人税、住民税及び事業税 169,787 179,102

法人税等調整額 23,631 63,366

法人税等合計 193,419 242,468

少数株主損益調整前四半期純利益 － 383,493

少数株主利益 1,425 832

四半期純利益 306,760 382,661
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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 501,604 625,962

減価償却費 191,840 174,944

のれん償却額 4,914 186

貸倒引当金の増減額（△は減少） △674 △497

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,645 △54,766

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,485 6,550

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △3,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,796 △5,072

受取利息及び受取配当金 △12,479 △11,494

為替差損益（△は益） △5,282 683

持分法による投資損益（△は益） △20,731 △38,553

持分変動損益（△は益） － 5,894

有形固定資産売却損益（△は益） － △895

有形固定資産除却損 573 1,225

投資有価証券売却損益（△は益） △12,078 －

売上債権の増減額（△は増加） △432,172 △192,201

たな卸資産の増減額（△は増加） 25,475 △117,310

仕入債務の増減額（△は減少） 546,671 384,452

未払金の増減額（△は減少） 21,641 △35,582

未払費用の増減額（△は減少） 1,628 △13,492

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,956 △17,997

その他 △13,221 19,390

小計 721,799 727,926

利息及び配当金の受取額 40,890 61,200

法人税等の支払額 △57,869 △341,542

法人税等の還付額 39,755 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 744,576 447,584

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △20,926 △112,319

有形固定資産の売却による収入 － 895

無形固定資産の取得による支出 － △2,360

投資有価証券の取得による支出 △4,192 △4,375

投資有価証券の売却による収入 14,553 －

定期預金の預入による支出 △3,940,000 △4,586,098

定期預金の払戻による収入 3,940,000 4,250,000

貸付金の回収による収入 266 266

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,300 △453,991

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △48,300 －

配当金の支払額 △133,821 △130,904

財務活動によるキャッシュ・フロー △182,121 △130,904

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,732 △11,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 556,885 △148,397

現金及び現金同等物の期首残高 1,059,534 1,600,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,616,420 1,452,096
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 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） 

 連結子会社のうち互応物流㈱は、専ら当社製品の倉庫管理並びに運送業務にたずさわっております。また、ゴオ

ウインドネシアケミカル㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売に従事しており、化学工業製品の製造・販売の

みの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報は記載

しておりません。 

  

〔海外売上高〕  

 （注）１．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。 

    ２．国又は地域の区分の方法………地理的近接度による。 

    ３．アジアに属する主な国又は地域………香港、中国、台湾、韓国、マレーシア等 

      その他の地域に属する国又は地域………ハンガリー、トルコ、スペイン等 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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）       

  アジア  その他の地域 計  

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,648,732   108,385  1,757,118  

Ⅱ 連結売上高（千円）       4,999,108  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  33.0   2.1  35.1  
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〔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務を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループのセグメントは製造方法により「反応系製品」と「混合系製品」に区分しております。 

 「反応系製品」は主に釜設備で製造する製品で、繊維用糊剤・油剤、化粧品用樹脂、製紙・印刷用樹脂、

転写用樹脂等使用用途は多岐にわたっております。 

 「混合系製品」は主にミル設備で製造する製品で、プリント配線板用のレジストインクなどの電子部品等

に使用される製品であります。 

  

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） 

 （単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま 

     す。 

   ２．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。  

  

（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。 

  

 該当事項はありません。  

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

（注）２ 反応系製品 混合系製品 計 

売上高           

外部顧客への売上高  4,238,450  1,069,655  5,308,106  －  5,308,106

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 55,556  －  55,556  △55,556  －

計  4,294,007  1,069,655  5,363,662  △55,556  5,308,106

セグメント利益  794,473  44,346  838,819  △245,614  593,204

△245,614

（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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