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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 4,494 0.8 13 ― 82 36.7 8 △67.6
25年3月期第2四半期 4,459 △6.1 △27 ― 60 △47.4 26 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 98百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △173百万円 （―％）

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2四半期 1.09 ―
25年3月期第2四半期 3.36 ―

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2四半期 12,161 8,953 73.6 1,114.41
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2四半期  8,953百万円 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
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2Q 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2Q 591,004 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2Q 8,034,133 株 25年3月期2Q 8,034,471 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の積極的な景気回復に向けた経済政策や金融政策により

企業業績の回復が期待されておりますが、円安に伴う燃料、原料価格の上昇などから、景気の回復を実感するまで

には至っていない状況で推移いたしました。  

 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

や中国など新興国の経済成長の伸びが鈍化していることから厳しい環境で推移いたしました。 

 このような状況において当社グループは新しいマーケットの開拓とニーズの発掘、また全社をあげてコスト削減

に取組んでまいりました。 

 その結果、当第２四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（前年同四半期は営業損失 百万円）、経常利益は 百万円（前年同

四半期比＋ 百万円、 ％増）となりました。四半期純利益は、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、８百万円（前年同四半期比

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のうち、電子材料や機能材料は需要の低迷により、当社製品に厳しい環境が続いておりま

すが、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致しました。 

 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＋

２百万円、 ％増）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△

２百万円、 ％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２四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６百万円減少し、 百万円となりまし

た。これは主に、流動資産は減少したものの固定資産が増加したことによるものであり、総資産全体では大きな変

動はありませんでした。  

 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。これは主に買掛金が減少した

ことによるものです。 

 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

4,494 35

0.8 13 27 82

22 36.7

△18 67.6

2,464 97 4.1 154

1.4

1,490 △15 1.0 133

1.7

539 △45 7.8 53 △17

24.3

12,161

64 3,207

57 8,953

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,179,395 1,790,898

受取手形及び売掛金 2,862,962 2,410,077

有価証券 268,524 129,956

金銭の信託 1,100,000 800,000

商品及び製品 1,058,135 1,064,985

仕掛品 450,622 506,380

原材料及び貯蔵品 420,225 407,049

繰延税金資産 96,374 122,518

その他 118,862 78,916

貸倒引当金 △2,486 △2,250

流動資産合計 7,552,615 7,308,531

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,077,121 1,051,268

機械装置及び運搬具（純額） 588,822 566,070

土地 1,138,740 1,138,740

建設仮勘定 48,235 49,467

その他（純額） 174,516 161,821

有形固定資産合計 3,027,435 2,967,367

無形固定資産 2,774 2,740

投資その他の資産   

投資有価証券 1,265,214 1,558,895

関係会社長期貸付金 109,350 109,000

繰延税金資産 1,462 －

その他 209,928 215,307

貸倒引当金 △600 △600

投資その他の資産合計 1,585,355 1,882,602

固定資産合計 4,615,565 4,852,710

資産合計 12,168,180 12,161,241
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,220,168 1,089,329

短期借入金 912,269 1,062,510

未払法人税等 25,316 14,863

賞与引当金 114,157 93,312

その他 497,664 396,157

流動負債合計 2,769,575 2,656,172

固定負債   

長期借入金 196,948 261,021

繰延税金負債 18,332 62,113

役員退職慰労引当金 54,729 54,729

負ののれん 40,542 20,271

その他 192,454 153,597

固定負債合計 503,006 551,732

負債合計 3,272,582 3,207,904

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 5,223,871

自己株式 △243,705 △243,820

株主資本合計 8,716,931 8,685,401

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 135,797 195,112

繰延ヘッジ損益 3,994 －

為替換算調整勘定 38,874 72,822

その他の包括利益累計額合計 178,666 267,935

純資産合計 8,895,598 8,953,336

負債純資産合計 12,168,180 12,161,241
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 4,459,004 4,494,928

売上原価 3,687,378 3,704,374

売上総利益 771,626 790,554

販売費及び一般管理費 799,342 777,045

営業利益又は営業損失（△） △27,716 13,509

営業外収益   

受取利息 3,633 3,595

受取配当金 12,955 13,421

為替差益 － 18,139

負ののれん償却額 20,271 20,271

受取ロイヤリティー 21,314 15,442

受取保険料 31,000 －

その他 25,655 14,115

営業外収益合計 114,829 84,987

営業外費用   

支払利息 10,413 9,505

デリバティブ評価損 2,906 5,284

為替差損 13,122 －

その他 573 1,540

営業外費用合計 27,016 16,330

経常利益 60,097 82,165

特別利益   

固定資産売却益 123 9

特別利益合計 123 9

特別損失   

固定資産除却損 1,879 1,510

投資有価証券評価損 2,330 －

投資有価証券売却損 3,079 －

災害による損失 － 65,458

特別損失合計 7,288 66,968

税金等調整前四半期純利益 52,931 15,207

法人税、住民税及び事業税 25,435 17,621

法人税等調整額 506 △11,170

法人税等合計 25,941 6,451

四半期純利益 26,990 8,755
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

四半期純利益 26,990 8,755

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △157,221 59,315

繰延ヘッジ損益 △13,012 △3,994

為替換算調整勘定 △30,223 33,948

その他の包括利益合計 △200,457 89,268

四半期包括利益 △173,467 98,024

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △173,467 98,024

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 52,931 15,207

減価償却費 144,836 142,210

負ののれん償却額 △20,271 △20,271

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,627 △20,845

受取利息及び受取配当金 △16,588 △17,017

支払利息 10,413 9,505

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,756 1,500

投資有価証券売却損益（△は益） 3,079 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,330 －

売上債権の増減額（△は増加） 216,083 453,199

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,668 △36,081

仕入債務の増減額（△は減少） 58,356 △132,444

その他 △65,442 △137,206

小計 280,187 257,755

利息及び配当金の受取額 17,315 16,713

利息の支払額 △10,406 △9,509

法人税等の支払額 △95,724 △26,807

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,372 238,152

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △410,119 △385,133

定期預金の払戻による収入 410,101 280,119

金銭の信託の取得による支出 △700,000 △300,000

金銭の信託の解約による収入 700,000 700,000

有形固定資産の取得による支出 △207,745 △52,224

投資有価証券の取得による支出 △240,436 △224,972

投資有価証券の売却による収入 144,598 100,741

貸付金の回収による収入 300 350

その他 120 5,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △303,180 124,315

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △45,782 △60,697

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △69,646 △124,988

自己株式の取得による支出 △15 △114

配当金の支払額 △40,172 △40,171

財務活動によるキャッシュ・フロー △155,616 174,028

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,543 9,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △278,967 546,258

現金及び現金同等物の期首残高 1,283,468 1,202,448

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,004,500 1,748,707
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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２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  2,367,050  1,506,233  585,720  4,459,004

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －

計  2,367,050  1,506,233  585,720  4,459,004

セグメント利益  151,969  135,826  71,166  358,962

  （単位：千円）

利益  金額 

報告セグメント計  

全社費用（注）  

  

  

358,962

△386,678

四半期連結損益計算書の営業損失    △27,716

  （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  2,464,489  1,490,550  539,888  4,494,928

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －

計  2,464,489  1,490,550  539,888  4,494,928

セグメント利益  154,117  133,568  53,860  341,546

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  

全社費用（注）  

  

  

341,546

△328,037

四半期連結損益計算書の営業利益    13,509
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