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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 20,863 21.9 2,775 40.4 2,390 22.3 1,446 △16.7
22年3月期第3四半期 17,117 △21.6 1,976 26.4 1,954 33.0 1,736 74.3

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

23年3月期第3四半期 117.63 ―
22年3月期第3四半期 141.14 ―

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

23年3月期第3四半期 38,964 18,340 46.2 1,462.02
22年3月期 36,679 17,603 47.0 1,400.23

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  17,982百万円 22年3月期  17,222百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 15.00 ― 22.00 37.00
23年3月期 ― 17.00 ―
23年3月期 

（予想）
18.00 35.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 27,744 17.7 3,276 28.5 2,996 16.6 1,788 △22.0 145.37



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※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およ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異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件およ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、四半期決算短信［添付資料］２ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（２）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 12,300,000株 22年3月期  12,300,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  465株 22年3月期  373株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 12,299,576株 22年3月期3Q  12,299,767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におけるわが国経済は、新興市場の需要拡大等により企業業績に改善の兆しが見られ

たものの、長引く円高やデフレの進行、欧州の財政不安などにより依然として不透明な状況のまま推移しました。

このような環境のもと、当社グループは国内外の情報通信産業を中心に、顧客のニーズに基づいた多種多様なフ

ッ化物製品の供給を行うとともに、特殊貨物輸送で培った独自のノウハウに基づいた化学品の物流を担う事業展開

を行ってきました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は208億63百万円(前年同期比21.9％増)となりました。増加した主な要因

は、半導体需要の回復を背景に主力の半導体・液晶部門の売上高が増加したことによるものです。 

売上原価に関しては、主要原料である無水フッ酸の価格が前期に比べ上昇したものの、輸入時の円高によるメリ

ットや販売・生産の増加に伴い稼働率が上昇したことなどにより、原価率は前年同期と比べ概ね横ばいとなりまし

た。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益は27億75百万円(同40.4％増)、経常利益は23億90百万円(同

22.3％増)、四半期純利益は14億46百万円(同16.7％減)となりました。 

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向を踏まえ、平成22年７月30日公表の業績予想を修正しています。 

 詳細は、平成23年２月２日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しています。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更  

①「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しています。これによる損益に与える影響はありません。 

②資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しています。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ７百万円減少し、税金等調整前四

半期純利益が、18百万円減少しています。また当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額は、111百

万円です。  

  

２．表示方法の変更  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用 

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適 

用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しています。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,361 5,354

受取手形及び売掛金 6,556 5,473

商品及び製品 1,059 823

仕掛品 788 664

原材料及び貯蔵品 535 558

その他 514 532

貸倒引当金 △70 △6

流動資産合計 15,745 13,401

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,490 6,778

機械装置及び運搬具（純額） 6,175 6,526

土地 5,490 5,490

その他（純額） 3,302 2,320

有形固定資産合計 21,459 21,115

無形固定資産   

のれん 573 682

その他 81 88

無形固定資産合計 654 771

投資その他の資産   

その他 1,110 1,394

貸倒引当金 △6 △3

投資その他の資産合計 1,104 1,391

固定資産合計 23,218 23,278

資産合計 38,964 36,679

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,836 1,476

短期借入金 2,596 2,998

1年内返済予定の長期借入金 3,494 2,786

未払法人税等 449 1,084

賞与引当金 155 247

その他 2,326 2,197

流動負債合計 10,859 10,790

固定負債   

長期借入金 8,263 7,236

退職給付引当金 729 693

役員退職慰労引当金 354 338

その他 416 17

固定負債合計 9,764 8,285

負債合計 20,624 19,075



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,180 3,180

資本剰余金 3,288 3,288

利益剰余金 11,878 10,993

自己株式 △1 △1

株主資本合計 18,346 17,461

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 13

為替換算調整勘定 △368 △252

評価・換算差額等合計 △364 △239

少数株主持分 358 381

純資産合計 18,340 17,603

負債純資産合計 38,964 36,679



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 17,117 20,863

売上原価 12,307 15,065

売上総利益 4,810 5,797

販売費及び一般管理費 2,834 3,021

営業利益 1,976 2,775

営業外収益   

持分法による投資利益 119 60

その他 116 87

営業外収益合計 236 147

営業外費用   

支払利息 161 109

為替差損 94 123

デリバティブ評価損 － 279

その他 2 19

営業外費用合計 258 532

経常利益 1,954 2,390

特別利益   

固定資産売却益 － 8

投資有価証券売却益 805 －

その他 10 －

特別利益合計 815 8

特別損失   

固定資産廃棄損 7 14

投資有価証券評価損 6 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11

その他 3 0

特別損失合計 17 26

税金等調整前四半期純利益 2,752 2,371

法人税等 1,008 920

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,450

少数株主利益 7 4

四半期純利益 1,736 1,446



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 2,752 2,371

減価償却費 1,805 1,863

のれん償却額 － 113

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 66

賞与引当金の増減額（△は減少） △30 △91

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39 36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △45 15

受取利息及び受取配当金 △26 △4

支払利息 161 109

為替差損益（△は益） 70 124

持分法による投資損益（△は益） △119 △60

投資有価証券売却損益（△は益） △805 －

投資有価証券評価損益（△は益） 6 －

デリバティブ評価損益（△は益） － 279

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 7

売上債権の増減額（△は増加） △762 △1,102

たな卸資産の増減額（△は増加） 648 △341

仕入債務の増減額（△は減少） △25 383

その他の流動資産の増減額（△は増加） △117 1

その他の流動負債の増減額（△は減少） 207 △113

未収消費税等の増減額（△は増加） 61 △0

未払消費税等の増減額（△は減少） 115 △51

その他 66 60

小計 3,929 3,680

利息及び配当金の受取額 44 189

利息の支払額 △148 △113

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 76 △1,578

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,901 2,178

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,996 △1,957

有形固定資産の売却による収入 23 21

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 1,479 －

子会社株式の取得による支出 △90 －

事業譲受による支出 △839 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△3 －

その他の支出 △131 △33

その他の収入 15 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,543 △1,957

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） △1,516 △364

長期借入れによる収入 1,681 4,079

長期借入金の返済による支出 △3,249 △2,337

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △424 △476

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,509 900



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △69 △162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,221 958

現金及び現金同等物の期首残高 6,182 5,284

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 48

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,960 6,291



 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  

〔海外売上高〕 

  前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
高純度 
薬品事業 
(百万円) 

運輸 
事業 

(百万円) 

メディカル
事業 

(百万円) 

コスメ 
ティック 
事業 

(百万円) 

その他 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

 売上高                 

（1）外部顧客に 

対する売上高 
 13,957  2,988  －  42  129  17,117  －  17,117

（2）セグメント間の 

内部売上高又は

振替高 

 0  1,943  －  －  102  2,046  (2,046)  －

計  13,957  4,932  －  42  232  19,164  (2,046)  17,117

営業利益又は 

営業損失(△) 
 2,753  439  △957  △212  △46  1,975  0  1,976

  
日本 

（百万円） 
アジア諸国 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高  16,539  578  17,117  －  17,117

（2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 408  2,883  3,292  (3,292)  －

計  16,947  3,462  20,409  (3,292)  17,117

 営業利益  1,601  405  2,006  (30)  1,976

  アジア諸国 北米 欧州諸国 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高

（百万円） 
 6,086  367  89  1  6,544

Ⅱ．連結売上高

（百万円） 
         17,117

Ⅲ．海外売上高の

連結売上高に

占める割合

（％） 

 35.6  2.1  0.5  0.0  38.2



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

 当社は、取締役会、経営会議において、当社グループ全体を包括的に把握し、各子会社ごとの報告を基礎とし

た各事業別の戦略を立案し、事業活動を展開しています。  

 したがって、当社は、事業別のセグメントから構成されており、「高純度薬品事業」、「運輸事業」、「メデ

ィカル事業」および「コスメティック事業」の４つを報告セグメントとしています。 

 「高純度薬品事業」は、高純度薬品の製造、販売を行っています。「運輸事業」は、化学薬品等の輸送、保管

および通関業務などを行っています。「メディカル事業」は、医薬品の研究を行っています。「コスメティック

事業」は、化粧品販売を行っています。 

２．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理事業、自動車整

備事業、アグリ事業およびムーンライト事業（蓄光製品の製造販売）を含んでいます。 

３．報告セグメントの利益また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および当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しています。 

  

  

  該当事項はありません。  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
高純度 
薬品  

運輸 メディカル
コスメ 
ティック 

計 

売上高               

外部顧客への 

売上高 
 17,411  3,141  －  60  20,613  249  20,863

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 28  2,137  －  －  2,165  122  2,288

計  17,440  5,278  －  60  22,779  371  23,151

セグメント利益 

又は損失（△） 
 3,556  451  △572  △242  3,192  △430  2,761

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  3,192

「その他」の区分の利益  △430

セグメント間取引消去  13

四半期連結損益計算書の営業利益  2,775

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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