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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 18,146 11.9 831 △24.8 876 △25.9 454 △29.9
23年3月期第1四半期 16,215 25.2 1,105 77.9 1,181 60.2 648 58.3

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 852百万円 （71.6％） 23年3月期第1四半期 496百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 22.55 ―
23年3月期第1四半期 32.20 ―

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 75,761 37,949 48.6
23年3月期 76,441 37,407 47.5
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  36,817百万円 23年3月期  36,280百万円

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

23年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 11.50 ― 11.50 23.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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  
第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により、短期的な業績予想を合理的に算出することが困難であったため未定と
しておりましたが、最近の業績の動向等を踏まえ、上記のとおり決定いたしました。また、通期の業績予想につきましても、平成23年５月９日に公表しておりまし
た業績予想を上記のとおり修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成23年８月１日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く
ださい。 

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) 38,000 17.7 1,400 △9.0 1,500 △7.7 800 △17.2 39.72
通期 79,000 18.9 2,400 △13.6 2,500 △16.0 1,400 △13.6 69.52
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(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  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】４ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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
半期財務諸表のレビュー手続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、【添付資料】３ページ「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 20,150,400 株 23年3月期 20,150,400 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 11,746 株 23年3月期 11,696 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 20,138,666 株 23年3月期1Q 20,138,831 株
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当第１四半期連結累計期間の国内経済は、東日本大震災によるサプライチェーンの寸断などで、生産や

輸出が減少し、景気は大きく落ち込みましたが、生産活動の回復にともない、景気に一部持ち直しの動き

もみられました。しかしながら、電力供給不安や原材料価格の上昇などにより、不透明感が強まりまし

た。 

 また、世界経済は、米国景気の悪化懸念や欧州の金融不安などによる下振れリスクが高まりましたが、

中国を中心とした新興国にけん引され、景気は緩やかに回復しました。 

 このような環境のもと、当社グループにおきましては、生産プロセスの合理化など徹底したコスト低減

を推進するとともに、主原料であるロジンをはじめとする原材料価格の高騰に対応した製品価格の改定に

努めてまいりました。また、超淡色ロジン、光硬化型樹脂および電子材料用配合製品などの高付加価値製

品を中心に拡販を推進してまいりました。海外におきましては、中国などのアジア地域ならびに欧州での

拡大を推進してまいりました。 

 しかしながら、ロジン価格の高騰と設備投資にともなう減価償却費の増加により、収益性が悪化しまし

た。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は181億46百万円(前年同期比11.9％増)、営業利益は８

億31百万円(同24.8％減)、経常利益は８億76百万円(同25.9％減)、四半期純利益は４億54百万円(同

29.9％減)となりました。 

 なお、東日本大震災の影響により小名浜工場の操業が一時停止しておりましたが、５月19日より全ての

生産設備で生産を再開いたしました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。なお、セグメント区分の売上高はセグメント間の内部売上

高を含んでおりません。 

  

＜製紙薬品事業＞ 

 国内製紙業界は、東日本大震災の影響により、生産が減少し、低調に推移しました。一方、中国製紙業

界においては、需要の増加にともない、生産が拡大しました。このような環境のもと、当事業におきまし

ては、海外子会社における需要が好調に推移し、売上が増加しました。利益面では、主原料であるロジン

の価格高騰や石油化学原料の価格上昇などが収益を圧迫し、減益となりました。 

 その結果、売上高は49億87百万円(前年同期比16.5％増)、セグメント利益は２億20百万円(同1.2％減)

となりました。 

  

＜化成品事業＞ 

 国内の印刷インキ、塗料および粘着・接着剤業界は、東日本大震災の影響により、出版および自動車関

連分野などで、低調に推移しました。このような環境のもと、当事業におきましては、印刷インキ用樹脂

の売上が減少しました。一方、海外子会社におきましては、需要の拡大と荒川ヨーロッパ社の連結子会社

化により、印刷インキ用樹脂および粘着・接着剤用樹脂の売上が大幅に増加しました。利益面では、主原

料であるロジンの価格高騰や石油化学原料の価格上昇などが収益を圧迫し、国内における採算性は悪化し

ましたが、海外子会社における大幅な販売増加により増益となりました。 

 その結果、売上高は96億円(前年同期比21.4％増)、セグメント利益は５億30百万円(同32.6％増)となり

ました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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＜電子材料事業＞ 

 電子工業業界は、スマートフォンの拡大があったものの、東日本大震災の影響により、自動車関連分野

での生産が減少しました。このような環境のもと、当事業におきましては、光硬化型樹脂は一部用途で伸

びもみられましたが、電子材料用配合製品と機能性ファインケミカル製品の売上が減少しました。利益面

では、電子材料用配合製品の減少と設備投資にともなう減価償却費の増加により減益となりました。 

 その結果、売上高は34億78百万円(前年同期比12.3％減）、セグメント利益は１億23百万円(同65.5％

減)となりました。 

  

第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により、短期的な業績予

想を合理的に算出することが困難であったため未定としておりましたが、 近の業績の動向等を踏まえ、

以下のとおり決定いたしました。また、通期の業績予想につきましても、平成23年５月９日に公表してお

りました業績予想を以下のとおり修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成23年８月１日）公

表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

平成24年３月期第２四半期（累計）連結業績予想数値（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 

 
 

平成24年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

 
 

※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。 

（２）連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期

純利益

１株当たり

四半期純利益

 

前回発表予想（Ａ）

百万円

―

百万円

―

百万円

―

百万円

―

円 銭

―

今回修正予想（Ｂ） 38,000 1,400 1,500 800 39.72

増減額（Ｂ－Ａ） ― ― ― ― ―

増減率（％） ― ― ― ― ―

  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

 

前回発表予想（Ａ）

百万円

79,000

百万円

2,000

百万円

2,000

百万円

1,100

円 銭

54.62

今回修正予想（Ｂ） 79,000 2,400 2,500 1,400 69.52

増減額（Ｂ－Ａ） 0 400 500 300 ―

増減率（％） ― 20.0 25.0 27.3 ―
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該当事項はありません。 

  

連続プラントにおいて、定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原

価が年間を基礎に設定されており、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動

資産（その他）として繰り延べております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 原価差異の繰延処理

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,443 3,593

受取手形及び売掛金 25,554 26,992

商品及び製品 6,818 7,753

仕掛品 763 794

原材料及び貯蔵品 6,074 5,783

繰延税金資産 695 599

その他 1,187 1,430

貸倒引当金 △110 △113

流動資産合計 47,427 46,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,929 7,458

機械装置及び運搬具（純額） 7,581 8,224

土地 5,328 4,707

建設仮勘定 3,428 2,812

その他（純額） 578 529

有形固定資産合計 23,846 23,732

無形固定資産   

のれん 214 222

その他 514 498

無形固定資産合計 729 720

投資その他の資産   

投資有価証券 3,861 3,981

繰延税金資産 286 213

その他 313 303

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 4,438 4,474

固定資産合計 29,013 28,928

資産合計 76,441 75,761
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,999 12,018

短期借入金 11,549 10,885

未払法人税等 226 107

賞与引当金 864 493

役員賞与引当金 40 10

修繕引当金 93 －

災害損失引当金 270 229

設備関係支払手形 214 238

その他 3,564 3,651

流動負債合計 28,824 27,634

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 2,847 2,814

繰延税金負債 － 34

退職給付引当金 2,078 2,054

資産除去債務 96 96

その他 188 177

固定負債合計 10,210 10,177

負債合計 39,034 37,812

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,128 3,128

資本剰余金 3,350 3,350

利益剰余金 30,180 30,382

自己株式 △11 △11

株主資本合計 36,647 36,849

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 528 480

為替換算調整勘定 △895 △512

その他の包括利益累計額合計 △366 △32

少数株主持分 1,126 1,132

純資産合計 37,407 37,949

負債純資産合計 76,441 75,761
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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：百万円）

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

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

売上高 16,215 18,146

売上原価 12,455 14,532

売上総利益 3,759 3,613

販売費及び一般管理費 2,654 2,782

営業利益 1,105 831

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 44 50

受取技術料 32 0

不動産賃貸料 25 29

持分法による投資利益 22 －

為替差益 － 0

その他 28 59

営業外収益合計 155 141

営業外費用   

支払利息 41 78

為替差損 24 －

その他 12 18

営業外費用合計 78 96

経常利益 1,181 876

特別利益   

固定資産売却益 43 71

負ののれん発生益 － 12

貸倒引当金戻入額 9 －

特別利益合計 52 84

特別損失   

固定資産除売却損 12 17

災害による損失 － 93

固定資産評価損 0 －

投資有価証券売却損 0 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 59 －

特別損失合計 71 111

税金等調整前四半期純利益 1,162 848

法人税、住民税及び事業税 144 115

法人税等調整額 333 236

法人税等合計 478 352

少数株主損益調整前四半期純利益 684 495

少数株主利益 36 41

四半期純利益 648 454
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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：百万円)

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 684 495

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △248 △48

繰延ヘッジ損益 △31 －

為替換算調整勘定 121 405

持分法適用会社に対する持分相当額 △28 －

その他の包括利益合計 △187 356

四半期包括利益 496 852

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 433 788

少数株主に係る四半期包括利益 63 64
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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 

 
(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、損害保険、不動産仲介等を含んで 

おります。 

  

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１)  全社費用の配賦差額は、主に報告セグメントに予定配賦した一般管理費の差額であります。 

(注２)  営業外損益は、主に報告セグメントに計上されている営業外損益項目であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計

製紙薬品 化成品 電子材料 計

売上高

  外部顧客への売上高 4,279 7,908 3,968 16,156 58 16,215

  セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― 151 151 20 172

計 4,279 7,908 4,120 16,308 79 16,387

セグメント利益又は損失（△） 223 399 357 981 △3 977

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 981

「その他」の区分の損失（△） △3

全社費用の配賦差額(注１) 175

営業外損益(注２) △47

四半期連結損益計算書の営業利益 1,105
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23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 

 
(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、損害保険、不動産仲介等を含んで 

おります。 

  

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１)  全社費用の配賦差額は、主に報告セグメントに予定配賦した一般管理費の差額であります。 

(注２)  営業外損益は、主に報告セグメントに計上されている営業外損益項目であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

当社は、当社の連結子会社である荒川ケミカル（タイランド）社の株式を追加取得いたしました。

これに伴い「化成品事業」セグメントにおいて負ののれん発生益を計上しております。 

 なお、当第１四半期連結累計期間における当該事象による負ののれん発生益の計上額は、12百万円

であります。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計

製紙薬品 化成品 電子材料 計

売上高

  外部顧客への売上高 4,987 9,600 3,478 18,066 79 18,146

  セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― 139 139 9 149

計 4,987 9,600 3,618 18,206 89 18,295

セグメント利益又は損失（△） 220 530 123 874 △0 874

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 874

「その他」の区分の損失（△） △0

全社費用の配賦差額(注１) △16

営業外損益(注２) △26

四半期連結損益計算書の営業利益 831
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

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

該当事項はありません。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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