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

25年3月期第3四半期 6,870 0.6 39 △67.9 211 14.1 109 540.7
24年3月期第3四半期 6,832 △7.0 121 △56.3 185 △44.2 17 △91.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 140百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △39百万円 （―％）

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3四半期 13.69 ―

24年3月期第3四半期 2.14 ―

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3四半期 11,902 8,662 72.8 1,078.20
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3四半期  8,662百万円 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 ― 2.50 ―

25年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

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3Q 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3Q 590,680 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3Q 8,034,435 株 24年3月期3Q 8,034,686 株
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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の日本経済は、欧州の債務問題や中国の経済成長の減速などを背景に景気回復の動き

がみられず、また長引く円高や近隣諸国との関係悪化などから輸出や生産が減少し、内需にも明るさがみえない

中、依然として厳しい状況が続いております。  

 このような情勢のもとで、当社グループは新しいマーケットの開拓とニーズの発掘に取組んでまいりましたが、

業績は、営業利益で、高付加価値製品の伸び悩みにより、前年同四半期比で減益となりました。  

 経常利益及び四半期純利益は、前年同四半期で計上した投資有価証券評価損及び退職給付制度終了損等が減少し

たことから、増益となりました。 

 その結果、当第３四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、 ％減）、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、 ％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分野において市場が縮小し厳しい環境となりました

が、医薬関連製品は需要が安定しているために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（同△

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ほとんどが国内販売のため、医薬関

連製品同様に経済環境の影響を受けることなく需要は堅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、 ％増）、セグメント利益は 百万円（同＋１百万円、 ％

増）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、現金及び預金や金銭の信託等の流動資産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、その他流動負債

や長期借入金、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 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、利益剰余金や

為替換算調整勘定等が増加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 

 平成24年５月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

 なお、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。 

   

（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

6,870 38

0.6 39 82 67.9 211 26

14.1 109 92 540.7

3,710 168 4.7 295

17 5.6

2,260 140 5.8 212 56

21.1

899 10 1.2 104 1.5

483 11,902

564 3,239

80 8,662

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,259,782 1,060,272

受取手形及び売掛金 3,051,503 2,950,825

有価証券 160,331 270,853

金銭の信託 1,200,000 900,000

商品及び製品 1,028,726 1,076,926

仕掛品 545,508 481,933

原材料及び貯蔵品 387,438 430,993

繰延税金資産 121,463 115,155

その他 127,376 131,154

貸倒引当金 △2,572 △2,527

流動資産合計 7,879,558 7,415,587

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,098,837 1,069,644

機械装置及び運搬具（純額） 608,161 614,003

土地 1,146,675 1,146,675

建設仮勘定 50,724 38,372

その他（純額） 168,909 181,292

有形固定資産合計 3,073,307 3,049,988

無形固定資産 3,504 2,865

投資その他の資産   

投資有価証券 1,030,804 1,058,901

関係会社長期貸付金 109,950 109,500

繰延税金資産 84,461 55,588

その他 205,275 210,546

貸倒引当金 △600 △600

投資その他の資産合計 1,429,891 1,433,935

固定資産合計 4,506,703 4,486,789

資産合計 12,386,262 11,902,377
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,235,465 1,104,652

短期借入金 946,669 1,046,068

未払法人税等 96,224 9,563

賞与引当金 140,841 68,383

その他 665,658 482,115

流動負債合計 3,084,860 2,710,783

固定負債   

長期借入金 333,609 229,756

役員退職慰労引当金 54,729 54,729

負ののれん 81,084 50,677

その他 249,900 193,826

固定負債合計 719,323 528,989

負債合計 3,804,183 3,239,772

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 5,193,811

自己株式 △243,622 △243,685

株主資本合計 8,605,831 8,655,475

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 12,475

繰延ヘッジ損益 8,695 7,532

為替換算調整勘定 △48,069 △12,877

その他の包括利益累計額合計 △23,752 7,129

純資産合計 8,582,079 8,662,605

負債純資産合計 12,386,262 11,902,377

マナック株式会社(4364) 平成25年３月期 第３四半期決算短信

－4－



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 6,832,296 6,870,824

売上原価 5,523,922 5,621,290

売上総利益 1,308,374 1,249,534

販売費及び一般管理費 1,186,393 1,210,346

営業利益 121,981 39,187

営業外収益   

受取利息 5,779 4,931

受取配当金 14,056 24,063

為替差益 － 32,209

負ののれん償却額 30,406 30,406

受取ロイヤリティー 30,309 30,599

受取保険料 － 31,000

その他 17,153 35,285

営業外収益合計 97,705 188,496

営業外費用   

支払利息 17,939 15,418

為替差損 6,109 －

デリバティブ評価損 7,343 220

その他 3,021 612

営業外費用合計 34,414 16,251

経常利益 185,271 211,432

特別利益   

固定資産売却益 238 222

投資有価証券売却益 14 6,000

特別利益合計 252 6,222

特別損失   

固定資産除却損 2,982 7,543

投資有価証券売却損 769 3,998

投資有価証券評価損 99,885 2,040

退職給付制度終了損 50,396 －

特別損失合計 154,033 13,581

税金等調整前四半期純利益 31,491 204,072

法人税、住民税及び事業税 27,718 56,527

法人税等調整額 △13,390 37,579

法人税等合計 14,328 94,107

四半期純利益 17,162 109,965
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

四半期純利益 17,162 109,965

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41,455 △3,145

繰延ヘッジ損益 － △1,163

為替換算調整勘定 △15,051 35,191

その他の包括利益合計 △56,507 30,882

四半期包括利益 △39,344 140,847

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,344 140,847

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３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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  3,542,628  2,400,406  889,261  6,832,296

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －

計  3,542,628  2,400,406  889,261  6,832,296

セグメント利益（営業利益）  313,465  269,181  103,359  686,006

  （単位：千円）

利益  金額 

報告セグメント計  

全社費用（注）  

  

  

686,006

△564,025

四半期連結損益計算書の営業利益    121,981

  （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  3,710,660  2,260,251  899,912  6,870,824

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －

計  3,710,660  2,260,251  899,912  6,870,824

セグメント利益（営業利益）  295,978  212,288  104,938  613,205

  （単位：千円）

利益  金額 

報告セグメント計  

全社費用（注）  

  

  

613,205

△574,017

四半期連結損益計算書の営業利益    39,187
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