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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (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２四半期 8,990 0.0 57 － 16 － 11 －

22年３月期第２四半期 8,990 △26.6 △37 － △224 － △124 －

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２四半期 0.46 －
22年３月期第２四半期 △5.09 －

 (2) 連結財政状態

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２四半期 22,710 12,426 54.6 506.48
22年３月期 23,000 12,690 55.0 517.25

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 12,394百万円 22年３月期 12,659百万円

2. 配当の状況

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 － 9.00 9.00

23年３月期 － 0.00

23年３月期(予想) － 9.00 9.00

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)

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 20,700 0.5 470 △11.1 430 26.1 280 23.7 11.44

U98030
新規スタンプ



  

 

 
  (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） 

 
  

・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。 

  

・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、本資料の発表日現在において入手可能な

情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、今後

様々な要因によって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.3「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 －社 (－)            、除外 －社 (－)

  (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
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 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２Ｑ 24,500,000株 22年３月期 24,500,000株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 27,716株 22年３月期 25,912株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 24,473,375株 22年３月期２Ｑ 24,474,753株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日）のわが国経済は、中国や米国

経済の減速や円高の進行により輸出が減少し、景気回復ペースは鈍化してきています。個人消費は、猛

暑特需やエコカー補助金終了前の駆け込み需要などから、夏場にかけて底堅い推移となりました。今後

はその反動の落込みや、より一層の円高の進行、海外経済の不透明感の強まりなどにより、景気減速感

が一段と強くなる可能性があります。 

このような情勢のもとで、当社グループは、拡販および原料価格の変動に対応した売価是正に努める

とともに、生産性向上など全社を挙げて収益の確保に取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期とほぼ同額の89億９千万円となり、営

業利益は５千７百万円（前年同四半期は３千７百万円の損失）、経常利益は１千６百万円（前年同四半

期は２億２千４百万円の損失）、四半期純利益は１千１百万円（前年同四半期は１億２千４百万円の損

失）となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、商品及び製品、原材料及び貯蔵品などが増加しましたが、受取手形及び売掛金の減少に

より、前連結会計年度末に比べ６億７千７百万円減少し95億４千９百万円となりました。 

固定資産は、有形固定資産の増加により、前連結会計年度末に比べ３億８千６百万円増加し131億６

千万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ２億９千万円減少し227億１千万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、短期借入金が増加しましたが、支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会計年度

末に比べ２千４百万円減少し78億８千３百万円となりました。 

固定負債は、前連結会計年度末とほぼ同額の23億９千９百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ２千６百万円減少し102億８千３百万円となりまし

た。 

  

（純資産） 

純資産合計は、配当金の支払などにより、前連結会計年度末に比べ２億６千４百万円減少し124億２

千６百万円となりました。自己資本比率は前連結会計年度末の55.0％から54.6％となりました。 

  

平成22年５月10日に公表した連結業績予想につきましては、平成22年10月15日公表の「業績予想の修

正に関するお知らせ」において、業績予想の修正を行っております。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(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。 

  

1. 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積もり、簿価切下げを行なう方法によっております。 

  

2. 原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異等については、原価計算期間末までにほぼ解消

が見込まれるため、当該原価差異を流動資産として繰延べております。 

  

3. 税金費用の計算 

当連結会計期間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する方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 477 221

受取手形及び売掛金 4,114 5,946

商品及び製品 2,917 2,498

仕掛品 743 723

原材料及び貯蔵品 838 618

その他 477 246

貸倒引当金 △19 △28

流動資産合計 9,549 10,227

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,732 4,828

機械装置及び運搬具（純額） 5,742 5,021

建設仮勘定 85 235

その他（純額） 541 565

有形固定資産合計 11,100 10,651

無形固定資産 46 52

投資その他の資産

投資有価証券他 2,021 2,078

貸倒引当金 △9 △8

投資その他の資産合計 2,012 2,069

固定資産合計 13,160 12,773

資産合計 22,710 23,000

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,612 3,938

短期借入金 2,641 1,941

未払法人税等 34 67

引当金 119 126

その他 1,476 1,834

流動負債合計 7,883 7,908

固定負債

長期借入金 403 468

退職給付引当金 1,544 1,601

その他 451 331

固定負債合計 2,399 2,401

負債合計 10,283 10,309

広栄化学工業(株)　(4367)　平成23年３月期第２四半期決算短信

－ 4 －



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 2,343 2,343

資本剰余金 1,551 1,551

利益剰余金 7,898 8,107

自己株式 △8 △8

株主資本合計 11,783 11,993

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 611 666

評価・換算差額等合計 611 666

少数株主持分 31 31

純資産合計 12,426 12,690

負債純資産合計 22,710 23,000
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第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)

売上高 8,990 8,990

売上原価 7,365 7,331

売上総利益 1,624 1,659

販売費及び一般管理費

発送費 263 306

給料手当及び賞与 390 381

退職給付費用 33 26

賃借料 63 60

試験研究費 469 407

その他 441 419

販売費及び一般管理費合計 1,661 1,601

営業利益又は営業損失（△） △37 57

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 23 49

受取補償金 10 10

雑収入 12 21

営業外収益合計 47 81

営業外費用

支払利息 13 14

為替差損 66 91

固定資産除却損 19 7

製造休止損失 126 －

雑損失 9 8

営業外費用合計 234 122

経常利益又は経常損失（△） △224 16

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（△）

△224 16

法人税等 △83 4

少数株主損益調整前四半期純利益 － 11

少数株主利益又は少数株主損失（△） △16 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △124 11

広栄化学工業(株)　(4367)　平成23年３月期第２四半期決算短信

－ 6 －



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第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)

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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△224 16

減価償却費 616 751

有形固定資産除却損 17 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △97 △56

賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △7

受取利息及び受取配当金 △23 △49

支払利息 13 14

売上債権の増減額（△は増加） 927 1,832

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,036 △658

仕入債務の増減額（△は減少） △1,079 △325

未払消費税等の増減額（△は減少） 13 △19

その他 106 △258

小計 1,283 1,233

利息及び配当金の受取額 23 49

利息の支払額 △7 △13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △42 △38

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,257 1,231

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 △1,327 △1,367

無形固定資産の取得による支出 △1 △12

貸付金の回収による収入 3 0

その他 7 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,317 △1,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △150 700

長期借入れによる収入 600 －

長期借入金の返済による支出 △130 △65

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △220 △220

財務活動によるキャッシュ・フロー 99 413

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40 256

現金及び現金同等物の期首残高 368 221

現金及び現金同等物の四半期末残高 408 477
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当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第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） 

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) 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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