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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,423 △2.4 21 △81.0 96 △29.8 58 20.3
24年3月期第1四半期 2,482 2.4 111 51.5 137 46.6 48 △18.3

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △68百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 16百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 7.25 ―

24年3月期第1四半期 6.03 ―

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

25年3月期第1四半期 12,090 8,473 70.1 1,054.60
24年3月期 12,386 8,582 69.3 1,068.16

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,473百万円 24年3月期  8,582百万円

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

24年3月期 ― 2.50 ― 5.00 7.50

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 2.50 ― 5.00 7.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 4,600 △3.1 60 △35.1 90 △21.3 60 ― 7.47
通期 9,660 3.1 440 95.2 525 42.0 320 192.1 39.83



(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 

(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
半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

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   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 8,625,000 株 24年3月期 8,625,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 590,516 株 24年3月期 590,516 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 8,034,484 株 24年3月期1Q 8,034,754 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、長期化する円高や欧州の債務危機に端を発した世界的な景気

の減速により、アジア地域においても中国やインドの経済成長が鈍化するなど、景気の先行きが不透明な状況で推

移しております。 

 このような経済状況において、当社グループは「グローバル・マナック」を目指して、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が、需要の低迷により、低調に推移いたしました。 

 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業績は、売上高は 百万円（前年同四半期比

百万円、 ％減）、営業利益は21百万円（同 百万円、 ％減）、経常利益は 百万円（同 百万

円、 ％減）、四半期純利益は 百万円（同＋９百万円、 ％増）となりました。 

 各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きましては、電子材料や機能材料が景気の減速により厳しい環境となりましたが、医

薬関連製品は、大きく経済環境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（前年同四半期比＋ 百万円、 ％増）、セグメント利益は 百万円（前年

同四半期比 百万円、 ％減）となりました。 

②難燃剤事業 

 難燃剤事業につきましては、情報端末や家電製品、ＩＴ産業関連製品の高機能プラスチックに使用される分野で

需要が縮小いたしました。 

 その結果、売上高は 百万円（同 百万円、 ％減）、セグメント利益は 百万円（同 百万円、

％減）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きましては、人工透析薬剤として使用される原料は国内販売がほとんどを占めており、

需要は安定的に推移いたしましたが、稼動・在庫調整の影響があり低調に推移いたしました。 

 その結果、売上高は 百万円（同 百万円、 ％減）、セグメント利益は 百万円（同△５百万円、

％減）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て 百万円減少し、 百万円となりま

した。これは主に、受取手形及び売掛金や金銭の信託が減少したことによるものであります。  

 負債は、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。これは主に、短期・長期借入

金や未払法人税等が減少したこと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て 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の進行により減少したことによるものであります。 

   

（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24年５月15日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

   

（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 

  該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,423

△59 2.4 △90 81.0 96 △40

29.8 58 20.3

1,360 91 7.2 109

△50 31.6

767 △111 12.7 72 △29 28.6

295 △39 △11.7 35

14.3

296 12,090

187 3,617

108 8,473

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,259,782 1,304,169

受取手形及び売掛金 3,051,503 2,925,029

有価証券 160,331 158,945

金銭の信託 1,200,000 1,000,000

商品及び製品 1,028,726 1,026,141

仕掛品 545,508 512,426

原材料及び貯蔵品 387,438 451,560

繰延税金資産 121,463 145,431

その他 127,376 51,129

貸倒引当金 △2,572 △2,619

流動資産合計 7,879,558 7,572,214

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,098,837 1,080,142

機械装置及び運搬具（純額） 608,161 661,971

土地 1,146,675 1,146,675

建設仮勘定 50,724 24,304

その他（純額） 168,909 189,971

有形固定資産合計 3,073,307 3,103,065

無形固定資産 3,504 3,181

投資その他の資産   

投資有価証券 1,030,804 1,030,983

関係会社長期貸付金 109,950 109,800

繰延税金資産 84,461 70,439

その他 205,275 201,059

貸倒引当金 △600 △600

投資その他の資産合計 1,429,891 1,411,682

固定資産合計 4,506,703 4,517,929

資産合計 12,386,262 12,090,144

マナック株式会社(4364) 平成25年３月期 第１四半期決算短信

－3－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,235,465 1,226,013

短期借入金 946,669 900,002

未払法人税等 96,224 27,498

賞与引当金 140,841 71,798

その他 665,658 733,111

流動負債合計 3,084,860 2,958,425

固定負債   

長期借入金 333,609 298,990

役員退職慰労引当金 54,729 54,729

負ののれん 81,084 70,948

その他 249,900 233,910

固定負債合計 719,323 658,577

負債合計 3,804,183 3,617,003

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 5,144,104 5,162,183

自己株式 △243,622 △243,622

株主資本合計 8,605,831 8,623,911

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,621 △79,153

繰延ヘッジ損益 8,695 △2,431

為替換算調整勘定 △48,069 △69,184

その他の包括利益累計額合計 △23,752 △150,770

純資産合計 8,582,079 8,473,141

負債純資産合計 12,386,262 12,090,144
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,482,679 2,423,204

売上原価 1,950,754 1,985,720

売上総利益 531,924 437,484

販売費及び一般管理費 420,267 416,227

営業利益 111,657 21,257

営業外収益   

受取利息 1,819 1,359

受取配当金 7,063 11,655

負ののれん償却額 10,135 10,135

受取ロイヤリティー 9,285 9,285

受取保険金 － 31,000

その他 5,293 25,584

営業外収益合計 33,598 89,021

営業外費用   

支払利息 6,376 5,548

為替差損 1,579 7,400

その他 262 1,164

営業外費用合計 8,219 14,114

経常利益 137,035 96,163

特別損失   

固定資産除却損 694 579

投資有価証券売却損 － 728

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 51,392 1,307

税金等調整前四半期純利益 85,643 94,856

法人税、住民税及び事業税 38,847 30,735

法人税等調整額 △1,633 5,868

法人税等合計 37,214 36,604

四半期純利益 48,428 58,251
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

四半期純利益 48,428 58,251

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,993 △94,774

繰延ヘッジ損益 － △11,127

為替換算調整勘定 △8,542 △21,115

その他の包括利益合計 △31,536 △127,017

四半期包括利益 16,892 △68,765

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 16,892 △68,765

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。   

   

 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。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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  1,269,157  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

  （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  1,360,292  767,432  295,479  2,423,204

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －

計  1,360,292  767,432  295,479  2,423,204

セグメント利益  109,898  72,773  35,163  217,835

  （単位：千円）

利益  金額 

報告セグメント計  

全社費用（注）  

  

  

217,835

△196,578

四半期連結損益計算書の営業利益    21,257
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