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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 2,255 △6.9 △6 ― 38 △60.2 △19 ―
25年3月期第1四半期 2,423 △2.4 21 △81.0 96 △29.8 58 20.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 32百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △68百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △2.43 ―
25年3月期第1四半期 7.25 ―

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

26年3月期第1四半期 12,445 8,888 71.4 1,106.32
25年3月期 12,168 8,895 73.1 1,107.21
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  8,888百万円 25年3月期  8,895百万円

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

25年3月期 ― 2.50 ― 5.00 7.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 2.50 ― 5.00 7.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 9,500 2.8 320 566.7 380 21.4 210 22.8 26.14



(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」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） 26年3月期1Q 8,625,000 株 25年3月期 8,625,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 590,804 株 25年3月期 590,730 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 8,034,250 株 25年3月期1Q 8,034,484 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策や金融政策から株価上昇や円安の進行により今後の

企業業績の回復が期待されておりますが、現時点では、景気の回復を実感するまでには至っておらず、不透明な状

況で推移いたしました。 

 このような経済状況において当社グループは、新しいマーケットの開拓とニーズの発掘に積極的に取組んでまい

りましたが、需要の低迷や高付加価値製品の伸び悩みにより業績は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売上高は 百万円（前年同四半期比 百万

円、 ％減）となり、営業損失は６百万円（前年同四半期は営業利益 百万円）、経常利益は 百万円（前年同

四半期比 百万円、 ％減）となりました。四半期純損失は、平成25年６月16日に当社連結子会社である八幸

通商株式会社鹿島工場で発生した倉庫火災事故による特別損失を計上したことから、 百万円（前年同四半期は四

半期純利益 百万円）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のうち、医薬関連製品は経済環境に大きく左右されることなく堅調に推移いたしました

が、電子材料や機能材料が液晶テレビやパソコン、携帯移動端末などの需要の低迷により、当社製品につきまして

も厳しい環境となりました。 

 その結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 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。 

②難燃剤事業 

 難燃剤事業につきましては、ＩＴ産業関連製品や家電製品に使用される高機能プラスチック用難燃剤の需要が縮

小しており、依然、当社製品に厳しい環境が続いております。 

 その結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 百万円、 ％減）、セグメント利益は 百万円（同△４百

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、人工透析薬剤の原料として国内需要が安定して推移いたしました。 

その結果、売上高は 百万円（前年同四半期比＋５百万円、 ％増）、セグメント利益は 百万円（同△１百万

円、 ％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 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 百万円増加し、 百万円となりま

した。これは主に製品、仕掛品が増加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 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、製品、仕掛品の

増加に伴い買掛金が増加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７百万円減少し、 百万円となり、大きな変動はありませんでした。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年５月14日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連

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

2,255 △167

6.9 21 38

△57 60.2

19

58

1,235 △124 9.2 74

△34 31.8

718 △48 6.4 68

5.6

300 1.9 33

3.7

277 12,445

284 3,557

8,888

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,179,395 1,297,468

受取手形及び売掛金 2,862,962 2,797,515

有価証券 268,524 240,036

金銭の信託 1,100,000 1,000,000

商品及び製品 1,058,135 1,219,316

仕掛品 450,622 564,220

原材料及び貯蔵品 420,225 377,189

繰延税金資産 96,374 90,850

その他 118,862 116,466

貸倒引当金 △2,486 △2,508

流動資産合計 7,552,615 7,700,553

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,077,121 1,070,115

機械装置及び運搬具（純額） 588,822 580,094

土地 1,138,740 1,138,740

建設仮勘定 48,235 32,007

その他（純額） 174,516 163,528

有形固定資産合計 3,027,435 2,984,486

無形固定資産 2,774 2,750

投資その他の資産   

投資有価証券 1,265,214 1,437,154

関係会社長期貸付金 109,350 109,200

繰延税金資産 1,462 －

その他 209,928 212,180

貸倒引当金 △600 △600

投資その他の資産合計 1,585,355 1,757,935

固定資産合計 4,615,565 4,745,172

資産合計 12,168,180 12,445,725
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,220,168 1,497,646

短期借入金 912,269 1,011,490

未払法人税等 25,316 6,990

賞与引当金 114,157 51,794

その他 497,664 507,849

流動負債合計 2,769,575 3,075,772

固定負債   

長期借入金 196,948 178,037

繰延税金負債 18,332 27,967

役員退職慰労引当金 54,729 54,729

負ののれん 40,542 30,406

その他 192,454 190,420

固定負債合計 503,006 481,560

負債合計 3,272,582 3,557,332

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 5,255,287 5,195,554

自己株式 △243,705 △243,735

株主資本合計 8,716,931 8,657,168

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 135,797 155,503

繰延ヘッジ損益 3,994 －

為替換算調整勘定 38,874 75,720

その他の包括利益累計額合計 178,666 231,224

純資産合計 8,895,598 8,888,392

負債純資産合計 12,168,180 12,445,725
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,423,204 2,255,256

売上原価 1,985,720 1,867,623

売上総利益 437,484 387,632

販売費及び一般管理費 416,227 394,580

営業利益又は営業損失（△） 21,257 △6,948

営業外収益   

受取利息 1,359 1,495

受取配当金 11,655 10,141

為替差益 － 18,791

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 25,584 6,865

営業外収益合計 89,021 56,714

営業外費用   

支払利息 5,548 4,921

為替差損 7,400 －

デリバティブ評価損 1,004 6,242

その他 160 361

営業外費用合計 14,114 11,525

経常利益 96,163 38,241

特別利益   

固定資産売却益 － 9

特別利益合計 － 9

特別損失   

固定資産除却損 579 －

投資有価証券売却損 728 －

災害による損失 － 45,140

特別損失合計 1,307 45,140

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（△）

94,856 △6,889

法人税、住民税及び事業税 30,735 4,494

法人税等調整額 5,868 8,177

法人税等合計 36,604 12,672

四半期純利益又は四半期純損失（△） 58,251 △19,561
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 58,251 △19,561

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △94,774 19,706

繰延ヘッジ損益 △11,127 △3,994

為替換算調整勘定 △21,115 36,846

その他の包括利益合計 △127,017 52,557

四半期包括利益 △68,765 32,996

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,765 32,996

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。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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  1,360,292  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

  （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  1,235,805  718,479  300,971  2,255,256

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －

計  1,235,805  718,479  300,971  2,255,256

セグメント利益  74,917  68,689  33,875  177,483

  （単位：千円）

利益  金額 

報告セグメント計  

全社費用（注）  

  

  

177,483

△184,431

四半期連結損益計算書の営業損失（△）   △6,948
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