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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 7,727 3.0 1,287 11.7 1,230 18.6 1,192 94.7
23年3月期第1四半期 7,502 6.2 1,152 369.6 1,037 605.3 612 644.2

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,070百万円 （211.9％） 23年3月期第1四半期 343百万円 （―％）

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 189.29 ―
23年3月期第1四半期 97.22 ―

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 36,529 19,246 52.6
23年3月期 37,432 18,271 48.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  19,208百万円 23年3月期  18,231百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 14,900 0.4 2,200 2.7 2,000 3.1 1,650 78.8 261.84
通期 30,300 0.2 4,700 1.3 4,400 1.0 3,050 30.8 484.02



(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）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有無となります。 

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等により、実際の業績は予想数値と異なる結果となる
場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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 6,302,200 株 23年3月期 6,302,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 955 株 23年3月期 852 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,301,332 株 23年3月期1Q 6,301,423 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州における金融不安に加え、東日本大震災に伴う電力の供

給不安や消費マインドの悪化、風評被害の影響などにより景気の見通しは不透明な状況で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループはアジアを中心とした顧客との関係を強化し拡販に努めるとともに、新規

製品の開発や生産効率の向上に努めました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、機能性化学品事業における主力製品の生産中止による減少が

ある一方で、ライフサイエンス事業・電子材料事業が堅調に推移した結果 千円（前年同期比 ％増、

千円増）となりました。営業利益は 千円（同 ％増、 千円増）、経常利益は

千円（同 ％増、 千円増）、四半期純利益は当社連結子会社であるPMP Fermentation Products, Inc.に

おいて、遊休となっている固定資産を譲渡したことなどにより 千円（同 ％増、 千円増）と増

益になりました。 

  当社グループの報告セグメントの業績は、次のとおりです。 

（ライフサイエンス事業） 

ライフサイエンス事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が 千円（前年同期比 ％増、

千円増）、営業利益は 千円（同 ％増、 千円増）となりました。 

売上高に関しましては、主力製品であるリンゴ酸をはじめとする果実酸類の販売が堅調に推移したことに加え、

中国の連結子会社である青島扶桑精製加工有限公司の中国国内販売が増加したため、増収となりました。営業利益

に関しましては、円高による輸入価格の低下などにより増益となりました。 

（電子材料および機能性化学品事業） 

電子材料および機能性化学品事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が 千円（前年同期比 ％

減、 千円減）、営業利益は 千円（同 ％減、 千円減）となりました。 

電子材料事業において、中国の連結子会社である扶桑化学（青島）有限公司で金属ケイ素の外販を開始したこと

に加え、超高純度コロイダルシリカ関連製品が好調に推移しましたが、機能性化学品事業において、主力製品の生

産を中止したため、事業全体で減収減益となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四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 千円減少し、 千円となり

ました。これは主に、法人税等の支払いおよび借入金の返済による現金及び預金の減少によるものです。 

負債については、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。これは主に、

借入金の返済および長期未払金の減少によるものです。 

純資産については、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。これは主に、

利益剰余金の増加によるものです。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、利益剰余金の増加により取得した資金を法人税等の支払いおよび借

入金の返済に充てた結果、現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千

円となりました。  

（３）連結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きましては、平成23年５月16日の決算短信で公表しました第２四半期連結累計期

間および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 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。  

（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

7,727,604 3.0

225,603 1,287,153 11.7 134,794 1,230,687

18.6 192,938

1,192,792 94.7 580,131

5,019,036 5.5 260,908

795,966 42.1 235,736

2,708,567 1.3

35,304 701,827 10.9 86,258

903,245 36,529,262

1,878,979 17,282,505

975,734 19,246,757

1,713,731 5,433,838

２．サマリー情報（その他）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 7,274,339 5,558,459 

受取手形及び売掛金 7,657,758 7,756,536 

商品及び製品 4,414,494 4,470,393 

仕掛品 222,799 198,106 

原材料及び貯蔵品 748,948 695,514 

繰延税金資産 587,828 597,664 

その他 330,969 502,725 

貸倒引当金 △4,557 △4,742 

流動資産合計 21,232,582 19,774,658 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,850,463 6,892,177 

機械装置及び運搬具（純額） 2,918,991 2,674,672 

土地 2,480,626 3,051,376 

建設仮勘定 74,811 188,646 

その他（純額） 402,148 392,967 

有形固定資産合計 12,727,041 13,199,840 

無形固定資産   

のれん 282,858 247,000 

その他 500,209 481,133 

無形固定資産合計 783,067 728,133 

投資その他の資産   

投資有価証券 572,786 557,245 

長期前払費用 732,452 662,412 

繰延税金資産 1,058,435 1,028,465 

その他 430,982 680,519 

貸倒引当金 △104,840 △102,013 

投資その他の資産合計 2,689,816 2,826,629 

固定資産合計 16,199,925 16,754,604 

資産合計 37,432,508 36,529,262 
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（単位：千円）

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 1,777,491 1,857,632 

短期借入金 4,069,599 3,997,750 

未払金 826,472 1,021,529 

未払法人税等 964,534 787,289 

賞与引当金 314,656 200,860 

役員賞与引当金 45,000 11,250 

その他 743,360 954,583 

流動負債合計 8,741,115 8,830,895 

固定負債   

長期借入金 8,259,350 7,258,600 

長期未払金 1,163,144 143,144 

退職給付引当金 951,644 975,072 

資産除去債務 9,417 9,417 

その他 36,812 65,374 

固定負債合計 10,420,369 8,451,609 

負債合計 19,161,484 17,282,505 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,180,367 1,180,367 

資本剰余金 1,667,042 1,667,042 

利益剰余金 15,879,335 16,977,608 

自己株式 △2,164 △2,417 

株主資本合計 18,724,581 19,822,600 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,919 136,920 

為替換算調整勘定 △639,702 △750,765 

その他の包括利益累計額合計 △492,782 △613,844 

少数株主持分 39,225 38,001 

純資産合計 18,271,023 19,246,757 

負債純資産合計 37,432,508 36,529,262 
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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：千円）

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 7,502,000 7,727,604 

売上原価 4,533,904 4,631,890 

売上総利益 2,968,095 3,095,714 

販売費及び一般管理費 1,815,737 1,808,560 

営業利益 1,152,358 1,287,153 

営業外収益   

受取利息 3,487 4,280 

受取配当金 7,030 8,201 

受取手数料 3,814 2,604 

受取賃貸料 － 4,419 

その他 4,915 5,987 

営業外収益合計 19,246 25,493 

営業外費用   

支払利息 62,066 48,344 

為替差損 70,554 32,495 

その他 1,234 1,119 

営業外費用合計 133,855 81,959 

経常利益 1,037,748 1,230,687 

特別利益   

固定資産売却益 － 756,478 

投資有価証券売却益 78 － 

特別利益合計 78 756,478 

特別損失   

固定資産除却損 575 143 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29,631 － 

特別損失合計 30,207 143 

税金等調整前四半期純利益 1,007,619 1,987,023 

法人税、住民税及び事業税 402,321 772,913 

法人税等調整額 △5,754 22,140 

法人税等合計 396,566 795,054 

少数株主損益調整前四半期純利益 611,052 1,191,968 

少数株主損失（△） △1,608 △823 

四半期純利益 612,661 1,192,792 
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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：千円）

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 611,052 1,191,968 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44,821 △9,999 

為替換算調整勘定 △222,854 △111,062 

その他の包括利益合計 △267,675 △121,061 

四半期包括利益 343,377 1,070,907 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 344,985 1,071,731 

少数株主に係る四半期包括利益 △1,608 △823 
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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) 

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 1,007,619 1,987,023 

減価償却費 537,315 430,506 

のれん償却額 35,944 34,818 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,411 299 

賞与引当金の増減額（△は減少） △144,998 △113,546 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33,750 △33,750 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,661 28,697 

受取利息及び受取配当金 △10,517 △12,481 

支払利息 62,066 48,344 

為替差損益（△は益） 65,391 17,839 

有形固定資産売却損益（△は益） － △756,478 

有形固定資産除却損 575 143 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29,631 － 

売上債権の増減額（△は増加） △84,416 △125,623 

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,196 △1,849 

仕入債務の増減額（△は減少） 63,873 87,283 

未払金の増減額（△は減少） △243,281 181,204 

長期未払金の増減額（△は減少） △3,690 △1,020,000 

その他 174,822 236,877 

小計 1,396,641 989,306 

利息及び配当金の受取額 10,597 12,603 

利息の支払額 △60,187 △46,698 

法人税等の支払額 △887,942 △987,796 

営業活動によるキャッシュ・フロー 459,108 △32,585 

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 △579,887 △989,358 

有形固定資産の売却による収入 － 489,130 

無形固定資産の取得による支出 △560 △9,745 

投資有価証券の取得による支出 △883 △1,253 

投資有価証券の売却による収入 302 － 

長期貸付金の回収による収入 60 60 

その他 1,111 28,378 

投資活動によるキャッシュ・フロー △579,857 △482,789 

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） △201,012 △197,065 

長期借入金の返済による支出 △1,085,100 △872,600 

自己株式の取得による支出 － △253 

配当金の支払額 △121,054 △90,878 

少数株主への配当金の支払額 △400 △400 

リース債務の返済による支出 △371 △2,238 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,407,938 △1,163,435 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78,884 △34,920 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,607,571 △1,713,731 

現金及び現金同等物の期首残高 7,277,460 7,147,569 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,669,888 5,433,838 
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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）１．セグメント利益の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費用

△198,165千円、その他2,206千円が含まれています。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

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）１．セグメント利益の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費用

千円、その他 千円が含まれています。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

２．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。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２  

ライフサイエ
ンス事業 

電子材料お
よび機能性
化学品事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  4,758,127  2,743,872  7,502,000  －  7,502,000

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  6,412  6,412  △6,412  －

計  4,758,127  2,750,285  7,508,412  △6,412  7,502,000

セグメント利益  560,230  788,086  1,348,316  △195,958  1,152,358

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

ライフサイエ
ンス事業 

電子材料お
よび機能性
化学品事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  5,019,036  2,708,567  7,727,604  －  7,727,604

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  2,511  2,511  △2,511  －

計  5,019,036  2,711,079  7,730,115  △2,511  7,727,604

セグメント利益  795,966  701,827  1,497,794  △210,641  1,287,153

△213,464 2,823

（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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