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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

24年3月期第1四半期 1,387 △42.5 △28 ― △23 ― △240 ―

23年3月期第1四半期 2,411 12.1 190 ― 171 ― 114 ―

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

24年3月期第1四半期 △11.03 ―

23年3月期第1四半期 5.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 15,588 8,529 54.7
23年3月期 15,796 8,779 55.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,529百万円 23年3月期  8,779百万円

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  ：  有  

平成24年３月期の配当予想額につきましては、未定であります。 

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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 3,810 △15.8 230 64.0 180 79.5 △130 ― △5.95

通期 8,300 △11.0 520 69.1 450 73.8 10 ― 0.46



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 21,974,000 株 23年3月期 21,974,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 130,180 株 23年3月期 129,460 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 21,844,200 株 23年3月期1Q 21,845,580 株

※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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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、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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災や原子

力発電所事故の影響による経済活動の停滞に加え、風評被害等による輸出額の減少、個人消費の自

粛などが見られました。また、夏場の電力不足による生産活動の抑制が不可避な中、海外の不安定

な経済情勢に起因する円高の進展など、先行きは一層不透明な状況となりました。 

化学工業におきましても、震災の影響による生産活動の落ち込みは大きく、加えて原油価格およ

び為替相場の高値定着化もあって、引き続き予断を許さない状況が続いております。 

このような状況の中、当社は風評被害を 小限におさえるよう肌理細かな営業活動をおこなう一

方、被災した常磐工場（福島県いわき市）の復旧と事業活動の正常化に全力を傾注いたしましたが、

当第１四半期累計期間の売上高は前年同期比42.5%減の1,387百万円、また、売上高の減少に伴い、

営業損失は28百万円（前年同期は190百万円の営業利益）、経常損失は23百万円（前年同期は171百

万円の経常利益）、四半期純損失は240百万円（前年同期は114百万円の四半期純利益）となりまし

た。 

 

製品区分ごとの販売の状況は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

平成23年３月期第１四半期累計期間 平成24年３月期第１四半期累計期間  

国内 輸出 合計 構成比(%) 国内 輸出 合計 構成比(%) 

アミノ酸関係 485 603 1,088 45.2 300 228 529 38.2

化成品関係 641 179 821 34.0 406 124 530 38.3

医薬品関係 405 95 501 20.8 266 60 327 23.5

合 計 1,532 878 2,411 100.0 973 413 1,387 100.0

構成比(%) 63.6 36.4 100.0  70.2 29.8 100.0 

（注） 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

東日本大震災の発生により、当社常磐工場が被災し操業停止を余儀なくされた状況下、当第１四

半期累計期間における製品の受注・出荷に関しても影響があり、各製品区分毎の販売実績は前年同

期に比べ大幅に減少いたしました。 

【アミノ酸関係】 

主力製品であるアミノ酸およびビタミン原料の輸出減を中心に、前年同期に比べ大幅に減少い

たしました。 

【化成品関係】 

タイヤコード接着剤用原料の国内および輸出販売ならびに農薬用原料の国内販売などが減少し

た結果、前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

【医薬品関係】 

既存医薬品原薬の販売減を中心に、前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 
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(2) 財政状態に関する定性的情報 

財政状態の分析 

当第１四半期会計期間末における各貸借対照表項目の増減要因は、つぎのとおりであります。 

(流動資産) 

当第１四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末から383百万円減少いたしました。これ

は主に、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

(固定資産) 

当第１四半期会計期間末の固定資産は、前事業年度末から174百万円増加いたしました。これ

は主に、機械及び装置の増加によるものであります。 

(流動負債) 

当第１四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末から69百万円増加いたしました。これ

は主に、流動負債その他(設備未払金)の増加と支払手形及び買掛金の減少によるものでありま

す。 

(固定負債) 

当第１四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末から27百万円減少いたしました。これ

は主に、役員退職慰労引当金の減少によるものであります。 

(純資産) 

当第１四半期会計期間末の純資産額合計は、前事業年度末から249百万円減少いたしました。

これは主に、四半期純損失計上の減少によるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成24年3月期の業績予想について前回公表時点（平成23年５月16日）では、東日本大震災の影響

により合理的な算定が困難であったため未定とさせていただいておりましたが、この度、当第１四

半期累計期間の実績に加え、現時点で入手可能な情報や業績動向等に基づき、第２四半期以降の業

績見通しを踏まえた第２四半期累計期間および通期の業績予想を算定いたしました。詳細は、本日

発表の「東日本大震災に伴う特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願

います。 

（通期業績予想） 

 売上高        8,300百万円 

 営業利益        520百万円 

 経常利益        450百万円 

 当期純利益        10百万円 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計

期間を含む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(累計期間)に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて四半期会計期間に係る法人税等を計算すると著しく合理性を欠く

結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化が

認められましたので、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタックス･プランニングに

当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,224,276 1,393,156

受取手形及び売掛金 2,745,786 1,970,634

製品 1,574,485 1,475,902

仕掛品 487,615 555,877

原材料 736,203 777,312

その他 165,488 377,641

貸倒引当金 △300 △300

流動資産合計 6,933,554 6,550,225

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,608,619 1,584,757

機械及び装置（純額） 1,453,078 1,593,428

土地 3,151,011 3,151,011

その他（純額） 650,575 703,613

有形固定資産合計 6,863,284 7,032,811

無形固定資産 115,473 110,660

投資その他の資産   

投資有価証券 1,398,842 1,383,969

その他 485,329 510,349

投資その他の資産合計 1,884,171 1,894,319

固定資産合計 8,862,930 9,037,791

資産合計 15,796,484 15,588,017

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,190,950 1,030,827

短期借入金 1,240,000 1,240,000

1年内返済予定の長期借入金 1,236,000 1,236,000

未払法人税等 16,976 3,603

賞与引当金 119,143 60,378

災害損失引当金 51,665 22,541

その他 598,213 928,658

流動負債合計 4,452,948 4,522,009

固定負債   

社債 485,500 485,500

長期借入金 324,000 315,000

再評価に係る繰延税金負債 797,433 797,433

資産除去債務 14,330 14,368

退職給付引当金 872,473 877,552

役員退職慰労引当金 70,700 46,900

固定負債合計 2,564,436 2,536,753

負債合計 7,017,385 7,058,763
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,471,000 3,471,000

資本剰余金 3,250,140 3,250,140

利益剰余金 2,195,222 1,954,381

自己株式 △42,622 △42,767

株主資本合計 8,873,740 8,632,754

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,419 7,561

土地再評価差額金 △111,061 △111,061

評価・換算差額等合計 △94,641 △103,499

純資産合計 8,779,098 8,529,254

負債純資産合計 15,796,484 15,588,017
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,411,427 1,387,565

売上原価 1,725,087 1,049,363

売上総利益 686,340 338,201

販売費及び一般管理費 496,179 366,661

営業利益又は営業損失（△） 190,161 △28,459

営業外収益   

受取利息 256 217

受取配当金 24,952 16,365

雑収入 3,367 6,000

営業外収益合計 28,577 22,582

営業外費用   

支払利息 13,940 11,027

社債利息 2,863 2,286

雑損失 30,490 4,019

営業外費用合計 47,294 17,333

経常利益又は経常損失（△） 171,443 △23,209

特別利益   

固定資産売却益 137 －

投資有価証券売却益 40,814 －

特別利益合計 40,952 －

特別損失   

固定資産除却損 2,248 965

災害による損失 － 416,103

特別損失合計 2,248 417,068

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 210,147 △440,278

法人税等 96,000 △199,436

四半期純利益又は四半期純損失（△） 114,147 △240,841
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

当第１四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 当社はファインケミカル事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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