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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 28,781 ― 826 ― 793 ― △46 ―

20年3月期第3四半期 28,957 7.5 1,391 △9.8 1,613 △7.2 2,414 52.3

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

21年3月期第3四半期 △1.79 ―

20年3月期第3四半期 93.01 ―

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

21年3月期第3四半期 47,840 27,729 55.9 1,029.49
20年3月期 48,696 28,573 56.8 1,065.12

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  26,722百万円 20年3月期  27,652百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 12.00 18.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 36,300 △5.8 760 △50.0 730 △59.7 △280 ― △10.79

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 
  指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第3四半期  26,080,396株 20年3月期  26,080,396株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  123,713株 20年3月期  118,384株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  25,960,498株 20年3月期第3四半期  25,965,460株
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当第３四半期におけるわが国の経済は、米国発の金融危機が世界中に影響を及ぼした結果、深刻な消費
後退にともなう需要の減退により、不透明で厳しい状況で推移いたしました。  
 当第３四半期累計期間の連結業績につきましては、売上高は２８７億８千１百万円となり、前年同期に
比べ１億７千６百万円（△０．６％）の減収となりました。  
 利益面では、価格修正による収益確保を最重要課題として取り組みましたが、厳しい結果となりまし
た。また、海外子会社についても、世界的な景気減速の影響を受け不本意な結果となりました。  
 その結果、営業利益は８億２千６百万円で前年同期に比べ５億６千５百万円（△４０．６％）の減益と
なり、経常利益は７億９千３百万円で前年同期に比べ８億２千万円（△５０．８％）の減益となりまし
た。四半期純損失は、４６百万円で前年同期に比べ２４億６千１百万円の減益となりました。これは、前
年同期の過年度法人税等の戻し入れがなくなり、当期に投資有価証券評価損２億８千６百万円を特別損失
に計上したためであります。  
 なお、「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。 

  

（樹脂化成品事業）  

 印刷インキ・塗料・合成ゴム業界は、０８年度上期は堅調に推移しましたが、１１月中旬から自動車の
減産や住宅関連の不振及び輸出の減少で出荷量が急激に落ちてきており、市況の低迷が続いております。
 このような環境下、当部門は製品価格の修正に取り組みました。  
 当部門の売上高は１５３億６千１百万円で、前年同期に比べ８億８千６百万円（６．１％）の増収とな
りました。営業利益は１２億７千９百万円と前年同期に比べ６千８百万円（５．６％）の増益となりまし
た。 
  
（製紙用薬品事業）  
 ０８年度上期の製紙業界は紙・板紙生産量で対前年を上回ったこと、原燃料の高騰を製品価格に転嫁で
きたことから、大手製紙会社全体で対前年増収増益となりました。下期に入り金融危機による急激な世界
経済の減速の影響で大幅な減産を強いられることとなり、原燃料の値下がりが見込めるものの見通しは不
透明な環境となっています。  
 このような環境下、当部門は製品価格の修正や収益改善に鋭意取り組みましたが厳しい結果となりまし
た。  
 当部門の売上高は１００億９千７百万円で、前年同期に比べ３億９千１百万円（△３．７％）の減収と
なりました。営業利益は７億４千５百万円と前年同期に比べ７千８百万円（１１．７％）の増益となりま
した。 
  
（電子材料事業）  
 ０８年度下期は、自動車市場の減速に歯止めがかからず、過剰在庫の調整は最短でも年度末まで続き、
金融危機に端を発した需要低迷は、その後も継続すると予測されます。また、電機業界も同様な状況にあ
ります。  
 このような環境下、当部門は徹底した収益改善に鋭意取り組みましたが減収減益という厳しい結果とな
りました。  
 当部門の売上高は３１億１千８百万円で、前年同期に比べ６億８千万円（△１７．９％）の減収となり
ました。営業利益は１億５千９百万円と前年同期に比べ６億５千４百万円（△８０．４％）の減益となり
ました。 
  

当第３四半期末の総資産は前期末に比べ８億５千５百万円減少しました。自己資本比率は５５．９％と
なりました。増減の主なものは、流動資産では受取手形及び売掛金が１３億９百万円増加しており、現金
及び預金が７億４千６百万円減少しております。固定資産では投資有価証券が７億５千７百万円減少して
おります。流動負債では支払手形及び買掛金が８億３千３百万円減少し、短期借入金が１２億８千６百万
円増加しております。 

  

通期のわが国経済の見通しにつきましては、金融危機による景気後退が継続され、先行き厳しい状況に
あると思われます。このような経営環境のもと、当社グループは研究開発を強化し、特徴のある製品開発
を図り、一層のコストダウンを推進して、収益力の強化に取り組んでまいります。一方、海外事業におき
ましては、需要が拡大する地域での販売を積極的に推進し、グループ力を結集して、売上、収益基盤の拡
大に注力してまいります。  
 なお、当期（平成20年4月1日から平成21年3月31日）の通期の業績予想につきましては、第３四半期ま
での業績と第４四半期での環境を踏まえ、平成20年7月31日の第１四半期決算発表時の公表数値を修正し
ております。  

  

【定性的情報・財務諸表等】

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 
 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、簿価切下げを行う方法によっております。   
②一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が 
 ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定していま 
 す。 
③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。 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期 
  財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 
   また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 ②第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号） 
  が適用されたことに伴い、評価基準については、原価法から原価法（収益の低下による簿価切 
  下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利   
  益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は97百万円減少しております。  
 ③第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当 
  面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日実務対応報告第18号）を適用しており 
  ます。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税 
  金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  
  
（追加情報）  
  第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機とし 
  て見直しを行い、一部の資産については耐用年数を短縮して減価償却費を算出する方法に変更 
  しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利 
  益及び税金等調整前四半期純利益は19百万円減少しております。 

  

4. その他
(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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
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5.【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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,284,286 3,030,835

受取手形及び売掛金 14,433,966 13,124,243

商品 10,450 9,450

製品 2,110,739 1,887,705

半製品 371,889 153,721

原材料 3,383,071 3,915,954

その他 1,033,961 1,227,779

貸倒引当金 △29,952 △38,164

流動資産合計 23,598,411 23,311,526

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,194,749 5,339,331

土地 8,121,525 8,044,518

その他（純額） 4,260,938 4,466,984

有形固定資産合計 17,577,214 17,850,833

無形固定資産 181,232 222,617

投資その他の資産   

投資有価証券 4,627,907 5,385,247

その他 1,882,581 2,019,079

貸倒引当金 △26,605 △93,065

投資その他の資産合計 6,483,883 7,311,261

固定資産合計 24,242,329 25,384,713

資産合計 47,840,741 48,696,239
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,080,485 6,913,847

短期借入金 7,903,787 6,617,604

1年内返済予定の長期借入金 466,606 522,735

未払法人税等 145,439 112,154

役員賞与引当金 13,125 30,000

その他 1,851,506 2,186,347

流動負債合計 16,460,949 16,382,689

固定負債   

長期借入金 1,266,874 1,525,398

退職給付引当金 494,558 429,146

役員退職慰労引当金 330,090 292,290

長期預り保証金 1,245,163 1,371,055

その他 313,930 121,999

固定負債合計 3,650,616 3,739,889

負債合計 20,111,566 20,122,579

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,012,951 10,012,951

資本剰余金 9,744,379 9,744,379

利益剰余金 7,968,611 8,490,871

自己株式 △58,452 △56,231

株主資本合計 27,667,489 28,191,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △397,538 △16,065

繰延ヘッジ損益 △4,131 △4,053

為替換算調整勘定 △543,802 △519,159

評価・換算差額等合計 △945,472 △539,279

少数株主持分 1,007,158 920,968

純資産合計 27,729,175 28,573,660

負債純資産合計 47,840,741 48,696,239
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 28,781,016

売上原価 22,658,267

売上総利益 6,122,748

販売費及び一般管理費 5,296,640

営業利益 826,108

営業外収益  

受取利息 25,583

受取配当金 79,854

不動産賃貸料 98,039

その他 164,716

営業外収益合計 368,194

営業外費用  

支払利息 195,341

為替差損 101,686

その他 104,012

営業外費用合計 401,041

経常利益 793,261

特別利益  

投資有価証券売却益 60,349

特別利益合計 60,349

特別損失  

投資有価証券評価損 286,926

特別損失合計 286,926

税金等調整前四半期純利益 566,684

法人税、住民税及び事業税 201,776

法人税等調整額 249,062

法人税等合計 450,839

少数株主利益 162,292

四半期純損失（△） △46,446
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 9,255,393

売上原価 7,291,843

売上総利益 1,963,550

販売費及び一般管理費 1,763,428

営業利益 200,121

営業外収益  

受取利息 8,738

受取配当金 46,956

不動産賃貸料 32,150

その他 57,363

営業外収益合計 145,209

営業外費用  

支払利息 64,069

為替差損 110,603

その他 11,658

営業外費用合計 186,331

経常利益 158,999

特別損失  

投資有価証券評価損 286,926

特別損失合計 286,926

税金等調整前四半期純損失（△） △127,926

法人税、住民税及び事業税 111,098

法人税等調整額 60,193

法人税等合計 171,291

少数株主利益 70,487

四半期純損失（△） △369,706
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 566,684

減価償却費 1,136,715

のれん償却額 744

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46,416

受取利息及び受取配当金 △105,438

支払利息 195,341

投資有価証券売却損益（△は益） △63,210

投資有価証券評価損益（△は益） 286,926

為替差損益（△は益） 9,708

持分法による投資損益（△は益） △19,501

有形固定資産売却損益（△は益） △16,643

売上債権の増減額（△は増加） △1,400,995

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,583

仕入債務の増減額（△は減少） △748,487

その他 181,759

小計 △79,397

利息及び配当金の受取額 118,489

利息の支払額 △196,320

法人税等の支払額 △165,087

営業活動によるキャッシュ・フロー △322,316

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 △955,341

有形固定資産の売却による収入 34,492

投資有価証券の取得による支出 △199,323

投資有価証券の売却による収入 229,934

貸付けによる支出 △57,000

貸付金の回収による収入 45,280

その他 △35,831

投資活動によるキャッシュ・フロー △937,789

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） 1,475,263

長期借入金の返済による支出 △281,435

配当金の支払額 △467,304

少数株主への配当金の支払額 △58,835

会員預り金の返還による支出 △123,507

その他 △2,220

財務活動によるキャッシュ・フロー 541,959

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △746,526

現金及び現金同等物の期首残高 3,030,656

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,284,130
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

該当事項なし 

  【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年12月31日） 

（単位：千円） 

 
  

  【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年12月31日） 

（単位：千円） 

 
  

  【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年12月31日） 

（単位：千円） 

 
  

該当事項なし 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

樹脂化成品 
事業

製紙用薬品
事業

電子材料事業
 

その他事業
 

計
消去又は 
全社

連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

15,361,788 10,097,535 3,118,150 203,541 28,781,016 ― 28,781,016

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―  （ ― ） ―

計 15,361,788 10,097,535 3,118,150 203,541 28,781,016 （ ― ） 28,781,016

  営業費用 14,082,525 9,351,901 2,958,530 265,850 26,658,807 1,296,100 27,954,908

  営業利益(営業損失△) 1,279,263 745,634 159,619 △62,308 2,122,209 (1,296,100) 826,108

日本 南北アメリカ アジア 欧州 計 消去又は全社 合計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

23,329,231 2,834,516 2,584,697 32,571 28,781,016 ― 28,781,016

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

549,288 216,210 629,323 ― 1,394,822 (1,394,822) ―

計 23,878,519 3,050,726 3,214,021 32,571 30,175,838 (1,394,822)28,781,016

  営業費用 22,163,382 2,942,952 2,831,266 118,711 28,056,312 (101,404) 27,954,908

  営業利益(営業損失△) 1,715,136 107,774 382,754 △86,139 2,119,525 (1,293,417) 826,108

南北アメリカ アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高 2,926,871 3,109,432 32,571 6,068,874

Ⅱ 連結売上高 28,781,016

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.2 10.8 0.1 21.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ハリマ化成㈱(4410)　平成21年3月期第3四半期決算短信

－9－



前第３四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

                         （単位：千円） 

「参考」

科目

前同四半期

平成20年3月期

第３四半期

金   額

売上高 28,957,434

売上原価 22,458,573

売上総利益 6,498,860

販売費及び一般管理費 5,107,446

営業利益 1,391,414

営業外収益

受取利息 45,933

持分法による投資利益 40,803

その他 357,662

計 444,399

営業外費用

支払利息 188,349

その他 34,001

計 222,351

経常利益 1,613,462

特別利益 234,360

特別損失 726,802

税金等調整前四半期純利益 1,121,020

法人税、住民税及び事業税 168,657

 過年度法人税等戻入額 △640,786

法人税等調整額 △941,797

少数株主利益 119,957

四半期純利益 2,414,988

ハリマ化成㈱(4410)　平成21年3月期第3四半期決算短信

－10－



  （２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                        （単位：千円）  

 
  

区分

前同四半期 

平成20年3月期 

 第３四半期

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 1,121,020

 減価償却費 1,158,261

 減損損失 121,121

 のれん償却額 48

 役員賞与引当金の減少額 △ 14,750

 役員退職慰労引当金の減少額 △ 450,850

 貸倒引当金の減少額 △ 10,680

 退職給付引当金の増加額 33,302

 受取利息及び受取配当金 △ 115,025

 支払利息 188,349

 為替差益 △ 31,723

 持分法による投資利益 △ 40,803

 有形固定資産売却益 △ 525

 投資有価証券売却益 △ 266,794

 売上債権の増加額 △ 1,136,372

 たな卸資産の増加額 △ 1,640,299

 仕入債務の増加額 384,275

 その他 △ 82,882

 小計 △ 784,328

 利息及び配当金の受取額 122,801

 利息の支払額 △ 181,489

 法人税等の支払額 △ 111,920

 法人税等の還付額 247,444

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 707,493

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 △ 1,467,416

 有形固定資産の売却による収入 14,855

 無形固定資産の取得による支出 △ 11,237

 投資有価証券の取得による支出 △ 739,665

 投資有価証券の売却による収入 1,224,561

 その他 38,744

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 940,158

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 1,017,882

 長期借入金の返済による支出 △ 291,263

 配当金の支払額 △ 389,499

 少数株主への配当金の支払額 △ 24,570

 預り保証金の返済による支出 △ 115,080

 その他 △ 4,468

 財務活動によるキャッシュ・フロー 193,001

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 2,309

現金及び現金同等物の増加額 △ 1,456,960

現金及び現金同等物の期首残高 2,299,310

現金及び現金同等物の四半期末残高 842,349
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（３）セグメント情報 

【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19年4月1日 至平成19年12月31日） 

 （単位：千円）

 
  

【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19年4月1日 至平成19年12月31日） 

 （単位：千円）

 
  

【海外売上高】 

 前第３四半期連結累計期間（自平成19年4月1日 至平成19年12月31日） 

 （単位：千円）

樹脂化成品 
事業

製紙用薬品
事業

電子材料 
事業 
 

その他事業
 

計
消去又は 
全社

連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
      対する売上高

14,474,921 10,489,089 3,798,283 195,139 28,957,434 ― 28,957,434

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― （ ― ） ―

計 14,474,921 10,489,089 3,798,283 195,139 28,957,434 （ ― ） 28,957,434

   営業費用 13,263,673 9,821,837 2,983,925 278,516 26,347,952 1,218,067 27,566,019

   営業利益(営業損失△) 1,211,248 667,251 814,358 △ 83,377 2,609,481 (1,218,067) 1,391,414

日本 南北アメリカ アジア 計 消去又は全社 合計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

22,957,943 3,467,683 2,531,806 28,957,434 ― 28,957,434

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

797,693 23,591 611,386 1,432,672 (1,432,672) ―

計 23,755,637 3,491,275 3,143,193 30,390,106 (1,432,672) 28,957,434

  営業費用 21,960,667 3,095,829 2,835,550 27,892,046 (326,026) 27,566,019

  営業利益 1,794,970 395,446 307,642 2,498,059 (1,106,645) 1,391,414

南北アメリカ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高 3,479,344 2,934,297 ― 6,413,642

Ⅱ 連結売上高 28,957,434

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.0 10.1 ― 22.1
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