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

26年3月期第3四半期 6,743 △1.9 △109 ― 26 △87.7 14 △87.1
25年3月期第3四半期 6,870 0.6 39 △67.9 211 14.1 109 540.7

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 228百万円 （62.3％） 25年3月期第3四半期 140百万円 （―％）

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3四半期 1.77 ―
25年3月期第3四半期 13.69 ―

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3四半期 12,413 9,063 73.0 1,128.20
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3四半期 9,063百万円 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 ― 2.50 ―
26年3月期（予想） 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
②①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3Q 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3Q 591,104 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3Q 8,034,076 株 25年3月期3Q 8,034,435 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気回復に向けた経済政策や金融政策により、円安、

株高傾向が続き企業収益や個人消費にも改善がみられ、景気は緩やかな回復傾向でありました。  

 しかしながら、当社グループを取り巻く化学業界におきましては、電子部品業界や家電業界での需要減少傾向が

続いていることから、景気の回復を実感するまでには至っておらず、厳しい環境にて推移いたしました。 

 このような状況において当社グループは、新製品の開発、新しいマーケットの開拓に取組んでまいりましたが、

平成25年６月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なども重なり、業績は、

前年同四半期比減収減益となり厳しいものとなりました。 

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

同四半期比△ 百万円、 ％減）、四半期純利益は 百万円（同△ 百万円、 ％減）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、医薬関連製品は需要が安定しているため、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が、電子材料や機能材料分野において市場が縮小していることから厳しい環境とな

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、当社製品に厳しい環境が続いておりますが、需要は持ち直しの動きがありました。 

 その結果、売上高は 百万円（前年同四半期比＋ 百万円、 ％増）、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、主要製品が人工透析薬剤の原料として使用されますが、主要顧客の稼

動、在庫調整が行われたため一部販売に影響がでました。 

 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）財政状態に関する説明 

 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 百万円増加し、 百万円となりま

した。これは主に、投資有価証券の増加によるものです。 

 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、長期借入金の増

加によるものです。 

 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、その他有価

証券評価差額金、為替換算調整勘定の増加によるものです。 

   

（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

6,743 127

1.9 109 39 26

185 87.7 14 95 87.1

3,542 168 4.5 108

187 63.2

2,343 83 3.7 200

11 5.4

857 42 4.7 90 14

13.8

244 12,413

76 3,349

168 9,063

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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,179,395 1,511,135

受取手形及び売掛金 2,862,962 2,602,781

有価証券 268,524 130,135

金銭の信託 1,100,000 900,000

商品及び製品 1,058,135 1,193,212

仕掛品 450,622 345,440

原材料及び貯蔵品 420,225 437,713

繰延税金資産 96,374 105,912

その他 118,862 134,582

貸倒引当金 △2,486 △2,320

流動資産合計 7,552,615 7,358,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,077,121 1,071,891

機械装置及び運搬具（純額） 588,822 660,253

土地 1,138,740 1,138,740

建設仮勘定 48,235 26,242

その他（純額） 174,516 151,935

有形固定資産合計 3,027,435 3,049,062

無形固定資産 2,774 2,729

投資その他の資産   

投資有価証券 1,265,214 1,672,611

関係会社長期貸付金 109,350 108,900

繰延税金資産 1,462 －

その他 209,928 221,770

貸倒引当金 △600 △600

投資その他の資産合計 1,585,355 2,002,681

固定資産合計 4,615,565 5,054,474

資産合計 12,168,180 12,413,068
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,220,168 1,167,873

短期借入金 912,269 909,343

未払法人税等 25,316 7,854

賞与引当金 114,157 50,902

その他 497,664 560,282

流動負債合計 2,769,575 2,696,255

固定負債   

長期借入金 196,948 338,955

繰延税金負債 18,332 99,461

役員退職慰労引当金 54,729 54,729

負ののれん 40,542 10,135

その他 192,454 149,692

固定負債合計 503,006 652,973

負債合計 3,272,582 3,349,228

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 5,209,254

自己株式 △243,705 △243,859

株主資本合計 8,716,931 8,670,745

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 135,797 260,901

繰延ヘッジ損益 3,994 2,237

為替換算調整勘定 38,874 129,954

その他の包括利益累計額合計 178,666 393,093

純資産合計 8,895,598 9,063,839

負債純資産合計 12,168,180 12,413,068
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 6,870,824 6,743,535

売上原価 5,621,290 5,679,273

売上総利益 1,249,534 1,064,261

販売費及び一般管理費 1,210,346 1,174,039

営業利益又は営業損失（△） 39,187 △109,777

営業外収益   

受取利息 4,931 5,005

受取配当金 24,063 31,531

為替差益 32,209 52,308

負ののれん償却額 30,406 30,406

受取ロイヤリティー 30,599 15,442

受取保険料 31,000 －

その他 35,285 23,897

営業外収益合計 188,496 158,592

営業外費用   

支払利息 15,418 14,083

デリバティブ評価損 220 2,850

その他 612 5,826

営業外費用合計 16,251 22,760

経常利益 211,432 26,054

特別利益   

固定資産売却益 222 245

投資有価証券売却益 6,000 578

受取保険金 － 72,005

特別利益合計 6,222 72,828

特別損失   

固定資産除却損 7,543 3,055

投資有価証券売却損 3,998 －

投資有価証券評価損 2,040 －

災害による損失 － 68,899

特別損失合計 13,581 71,954

税金等調整前四半期純利益 204,072 26,928

法人税、住民税及び事業税 56,527 7,623

法人税等調整額 37,579 5,082

法人税等合計 94,107 12,705

四半期純利益 109,965 14,223
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

四半期純利益 109,965 14,223

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,145 125,104

繰延ヘッジ損益 △1,163 △1,757

為替換算調整勘定 35,191 91,080

その他の包括利益合計 30,882 214,427

四半期包括利益 140,847 228,651

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 140,847 228,651

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。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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  3,710,660  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  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

  （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  3,542,547  2,343,569  857,417  6,743,535

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －

計  3,542,547  2,343,569  857,417  6,743,535

セグメント利益  108,931  200,864  90,455  400,251

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  

全社費用（注）  

  

  

400,251

△510,029

四半期連結損益計算書の営業損失（△）   △109,777
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