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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 2,482 2.4 111 51.5 137 46.6 48 △18.3

23年3月期第1四半期 2,424 28.1 73 ― 93 ― 59 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 16百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △19百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 6.03 ―

23年3月期第1四半期 7.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 12,205 8,442 69.2
23年3月期 12,553 8,486 67.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,442百万円 23年3月期  8,486百万円

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

23年3月期 ― 2.50 ― 7.50 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 2.50 ― 5.00 7.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 4,800 1.0 100 0.2 150 12.9 50 △45.8 6.22
通期 10,500 4.7 380 41.4 450 21.8 230 3.6 28.62



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更を行っております。詳細は、添付資料Ｐ．２「サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計
方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、〔添付資
料〕 Ｐ．２ 「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  有

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 8,625,000 株 23年3月期 8,625,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 590,297 株 23年3月期 590,244 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,034,754 株 23年3月期1Q 8,035,173 株
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（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、平成23年３月11日に発生した「東日本大震災」による甚大な

被害によりサプライチェーンの建て直しなど、影響が続く中、長期的な低迷が懸念される状況になっており極めて

厳しい状況で推移しております。  

 化学業界におきましては、前期より輸出や生産が回復基調にありましたが、円高の継続やデフレの進行、雇用情

勢も改善されておらず本格的な景気回復には至っておりません。 

 このような経済環境下、当社グループは、「グローバル・マナック」を目指して、国際市場へ新しいマーケット

の開拓とニーズの発掘に積極的に取組んでまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は 百万円（前年同四半期比＋ 百万

円、 ％増）となり、営業利益は 百万円（同＋ 百万円、 ％増）、経常利益は 百万円（同＋ 百万円

％増）、四半期純利益は 百万円（同△ 百万円、 ％減）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。  

①ファインケミカル事業 

 ファインケミカル事業については、半導体関係向けの電子材料や機能性材料の需要が前年とほぼ同水準で推移

し、また医薬関連製品は経済状況に左右されることなく堅調に推移いたしました。その結果、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難燃剤事業 

 難燃剤事業については、家電製品やＩＴ関連製品のプラスチック分野に使用される材料が、前年を上回る需要と

なり安定的に推移いたしました。その結果、売上高は 百万円、セグメント利益は 百万円となりました。 

③ヘルスサポート事業 

 ヘルスサポート事業については、人工透析剤として使用される原料は国内販売がほとんどを占める中、需要は前

年比微増で推移いたしました。その結果、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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりまし

た。これは主に現金預金や受取手形及び売掛金などの流動資産の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に短期借入金の減少に

よるものであります。  

 純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。これは主にその他包括利益累

計額合計が株式相場の低迷や円高進行により減少したことによるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表の第２四半期累計期間及び通期の業績予想から変更はい

たしておりません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社および国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法

に変更いたしました。 

 連結決算を契機として有形固定資産の使用実態を見直した結果、原価配分をより適切に収益に対応させるため望

ましい方法に変更しております。 

 なお、この変更による影響額は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,482 57

2.4 111 37 51.5 137 43

46.6 48 10 18.3

1,269

160

878 101

334 41

347 12,205

304 3,762

43 8,442

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 996,613 732,891

受取手形及び売掛金 3,053,015 2,946,804

有価証券 734,722 634,117

金銭の信託 1,450,000 1,550,000

商品及び製品 1,001,645 1,007,184

仕掛品 347,908 388,389

原材料及び貯蔵品 472,641 464,765

繰延税金資産 129,962 115,022

その他 112,652 100,029

貸倒引当金 △2,683 △2,559

流動資産合計 8,296,478 7,936,644

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,117,750 1,098,086

機械装置及び運搬具（純額） 555,234 546,576

土地 1,146,675 1,146,675

建設仮勘定 26,824 29,075

その他（純額） 113,599 124,560

有形固定資産合計 2,960,083 2,944,974

無形固定資産 4,755 4,434

投資その他の資産   

投資有価証券 873,213 902,858

関係会社長期貸付金 110,500 110,350

繰延税金資産 99,551 98,091

その他 209,058 208,432

貸倒引当金 △600 △600

投資その他の資産合計 1,291,723 1,319,132

固定資産合計 4,256,562 4,268,541

資産合計 12,553,040 12,205,185
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,199,184 1,233,712

短期借入金 1,303,264 1,001,338

未払法人税等 157,053 28,974

賞与引当金 125,042 72,538

その他 516,518 699,507

流動負債合計 3,301,063 3,036,071

固定負債   

長期借入金 291,013 258,326

退職給付引当金 246,954 －

役員退職慰労引当金 54,729 54,729

負ののれん 121,626 111,490

その他 51,579 301,885

固定負債合計 765,902 726,431

負債合計 4,066,966 3,762,502

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,757,500 1,757,500

資本剰余金 1,947,850 1,947,850

利益剰余金 5,114,901 5,103,070

自己株式 △243,513 △243,536

株主資本合計 8,576,738 8,564,883

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △27,135 △50,129

為替換算調整勘定 △63,527 △72,070

その他の包括利益累計額合計 △90,663 △122,200

純資産合計 8,486,074 8,442,683

負債純資産合計 12,553,040 12,205,185
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 2,424,770 2,482,679

売上原価 1,937,300 1,950,754

売上総利益 487,470 531,924

販売費及び一般管理費 413,792 420,267

営業利益 73,677 111,657

営業外収益   

受取利息 1,520 1,819

受取配当金 6,501 7,063

負ののれん償却額 10,135 10,135

受取ロイヤリティー 8,843 9,285

その他 7,533 5,293

営業外収益合計 34,534 33,598

営業外費用   

支払利息 7,824 6,376

為替差損 6,319 1,579

その他 560 262

営業外費用合計 14,705 8,219

経常利益 93,506 137,035

特別利益   

固定資産売却益 6 －

投資有価証券売却益 1,491 －

特別利益合計 1,497 －

特別損失   

固定資産除却損 1,003 694

投資有価証券評価損 － 301

退職給付制度終了損 － 50,396

特別損失合計 1,003 51,392

税金等調整前四半期純利益 94,000 85,643

法人税、住民税及び事業税 9,003 38,847

法人税等調整額 25,725 △1,633

法人税等合計 34,728 37,214

四半期純利益 59,272 48,428
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

四半期純利益 59,272 48,428

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △54,740 △22,993

為替換算調整勘定 △23,845 △8,542

その他の包括利益合計 △78,585 △31,536

四半期包括利益 △19,313 16,892

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △19,313 16,892

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

   

（セグメント）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）   

１．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  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

  な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る費用等であります。  

  

Ⅱ 当第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）   

１．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   

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

  な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る費用等であります。 

  

該当事項はありません。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  
報告セグメント

ファインケ
ミカル事業 

難燃剤事業
ヘルスサポ 
ート事業 

合計

売上高         

外部顧客への売上高  1,351,854  790,286  282,630  2,424,770

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －

計  1,351,854  790,286  282,630  2,424,770

セグメント利益（営業

利益） 
 167,460  77,144  36,183  280,788

  （単位：千円）

利益  金額 

報告セグメント計  

全社費用（注）  

  

  

280,788

△207,111

四半期連結損益計算書の営業利益    73,677

  （単位：千円）

  
報告セグメント

ファインケ
ミカル事業 

難燃剤事業
ヘルスサポ 
ート事業 

合計

売上高         

外部顧客への売上高  1,269,157  878,739  334,782  2,482,679

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －

計  1,269,157  878,739  334,782  2,482,679

セグメント利益  160,713  101,880  41,027  303,620

  （単位：千円）

利益  金額 

報告セグメント計  

全社費用（注）  

  

  

303,620

△191,963

四半期連結損益計算書の営業利益    111,657

（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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