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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 17,684 16.2 647 △45.7 673 △43.4 406 △50.2
23年3月期第2四半期 15,212 3.4 1,192 76.8 1,189 59.5 816 103.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 280百万円 （△36.9％） 23年3月期第2四半期 444百万円 （―％）

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2四半期 19.73 ―
23年3月期第2四半期 39.63 ―

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

24年3月期第2四半期 32,643 15,034 45.5 720.71
23年3月期 32,813 14,953 44.9 716.26
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  14,840百万円 23年3月期  14,748百万円

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 ― ― ― 9.00 9.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 9.00 9.00

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、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 36,800 19.1 2,200 9.4 2,200 10.2 1,300 1.3 63.13



(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  

（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、詳細につきましては添付資料4ページの2.サマリー情報（その他） 
   に関する事項をご覧ください。 

(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ページの2.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きの対象外であり、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 
本資料に記載されている業績の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大きく異なる可能性があります。なお業績予想に関する事項は添付資料3ページの1.当四半期決算に関する定性的情報(3)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2Q 20,600,000 株 23年3月期 20,600,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 8,694 株 23年3月期 8,601 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 20,591,327 株 23年3月期2Q 20,591,441 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間(平成23年4月1日～平成23年9月30日)におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から企

業の生産活動については持ち直しているものの、欧米を中心とした海外経済の減速懸念と、ギリシャを初めとする欧

州の財政不安並びに金融市場の動揺が円高の長期化へと繋がり、輸出環境が厳しい状況のなかで推移いたしました。

このような環境下にあって当社グループは、当連結会計年度よりスタートした中期3カ年経営計画「飛躍500」での

「事業領域の拡大、市場の拡大、シェアの拡大という３つの拡大戦略により売上高500億円の化学会社への成長」を

基本方針に企業価値の向上に努めており、上半期においてボトリング事業で3ライン同時稼働の生産体制をスタート

させました。 

また、前連結会計年度に立ち上げた佳里多(上海)貿易有限公司に続く海外拠点として、シンガポールに現地法人の

設立準備にとりかかり、Carlit Singapore Pte.Ltd.を平成23年10月1日付で設立し、今後東南アジアへの事業展開を

図ってまいります。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、化薬事業で震災の影響により自動車用緊急保安炎筒が

減販となったこと、化学品事業では、液晶向け用途の機能性化学品が需要減により大幅な減販となったこと、また、

シリコンウェーハ事業では在庫調整と円高による市況悪化が重なるなど減販はありましたが、ボトリング事業で、前

連結会計年度に導入した温水無菌充填システム並びに当連結会計年度より実施した3ライン同時稼働の生産体制によ

り大幅な増販、また、上海現地法人の寄与もあり、176億8千4百万円(前年同期比 24億7千1百万円増 同16.2%増)と

なりました。 

損益面ではグループ全体でコスト削減に努めたものの、収益力の高い製品が伸び悩んだこと、シリコンウェーハ事

業では円高による市況の悪化もあったこと、また、ボトリング事業で定期修理を実施したことなどもあり、連結営業

利益は6億4千7百万円(前年同期比 5億4千5百万円減 同45.7%減)、連結経常利益は6億7千3百万円(前年同期比5億1

千6百万円減 同43.4%減)となりました。また、連結四半期純利益は4億6百万円(前年同期比 4億9百万円減 同

50.2%減)となりました。 

「化薬事業部門」 

産業用爆薬は、公共投資は低迷しているものの、土木向けが堅調に推移したことにより増販となりました。 

   自動車用緊急保安炎筒は、新車装着用では震災の影響で、生産台数が減少したことにより、減販となりました。 

また、車検交換用は緊急脱出時のガラス破壊機能付「ハイフレヤープラスピック」への切替とともに交換促進キャ

ンペーンを実施いたしましたが、微増にとどまりました。 

   信号炎管は、高速道路向けが増販となりました。 

危険性評価試験は、前半は大型試験の受託があったものの、後半は減少したことにより微減となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は18億9千3百万円（前年同期比 3千万円減 同1.6％減）となり、営業利

益は危険性評価試験設備の増加に伴う償却負担増に加え、収益性のある製品の伸び悩みなどにより、6億3千6百万円

(前年同期比 1億2千6百万円減 同16.6％減）となりました。 

「化学品事業部門」 

塩素酸ナトリウムは、紙パルプメーカーの一部に震災の影響がありましたが、全体としてはシェアの拡大もあり増

販となりました。 

亜塩素酸ナトリウムは、繊維漂白用途の需要減と新規用途向けの遅れにより減販となりました。 

過塩素酸アンモニウムは、H-Ⅱロケット用が販売時期の変更などにより減販となりました。 

自動車向け用途を中心とした機能性化学品は、海外を含めた需要が堅調に推移し微増となりましたが、液晶向け用

途の機能性化学品は需要減により大幅な減販となりました。 

農薬および防蟻を中心とした緑化関連製品は、震災の影響により減販となりました。 

過塩素酸は、試薬及び工業用含め需要回復せず減販となりました。 

環境機材関連製品は、電極及び海水電解用途の需要が堅調に推移し微増となりました。 

電子材料分野では、機能性高分子コンデンサー向けピロ-ル関連製品の販売の一部を上海現地法人へ移管したこと

により大幅な減販となりましたが、電気二重層キャパシタ用電解液とチォフェン系材料は大幅な増販となりました。

また、過塩素酸リチウムは電池需要の増加等の理由により大幅な増販となり、アルミ電解コンデンサー向け材料も

大幅な増販となりました。 

機能材料分野では、光機能材料の近赤外線吸収色素が大幅な増販となりました。 

また、イオン導電材料は、トナー用電荷調整剤が大幅な減販となりましたが、イオン導電性付与材およびイオン液

体が大幅な増販となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は37億7千4百万円（前年同期比 3億3百万円減 同7.4％減）となり、営

業利益は収益力の高い製品の減販が響き、5億3千6百万円(前年同期比 2億7千4百万円減 同33.9％減）となりまし

た。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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「ボトリング事業部門」 

飲料市場は、震災の影響は予想を上回る早さで回復したものの、９月に入り消費が落ち込み在庫調整の状況下にあ

ります。 

このような中、前連結会計年度に導入しました温水無菌充填システムの効果及び本年５月より実施した3ライン同

時稼働の生産体制により大幅な増販となりました。 

これらの結果、売上高は95億7百万円（前年同期比25億7千万円増 同37.0％増）となりましたが、営業利益は3ラ

イン同時稼働工事と同時期に定期修理を行なったため、1億3千8百万円（前年同期比1億1千万円減 同44.4%減）とな

りました。 

  「シリコンウェーハ事業部門」 

半導体用シリコンウェーハは、昨年度後半から続く景気後退感のなか、震災後の電力安定供給不安も重なるも、前

半は一時受注が増えたものの、後半は在庫調整と円高による市況の悪化により受注が大幅に減少し、国内販売は減販

となりました。 

単結晶シリコンインゴット及びその他シリコン材料は、太陽電池用の販売が不振でしたが、その他用途の海外向け

販売により大幅な増販となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は11億7千7百万円（前年同期比9千1百万円減、同7.2％減）、営業損失は

半導体ウェーハの減販が響き、5千6百万円（前年同期比1億1千6百万円減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

総資産は326億4千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億7千万円減少しました。これは、受取手形及び売掛

金が5億4千1百万円増加しましたが、現金及び預金が5億1千8百万円減少し、たな卸資産が2億8千5百万円減少したこ

となどによります。  

負債は176億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億5千万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が4

億1千2百万円増加しましたが、有利子負債が8億4千9百万円減少したことなどによります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ8千万円増加して150億3千4百万円となりました。これは、その他有価証券評価差

額金が1億3千万円減少しましたが、利益剰余金が2億2千万円増加したことなどによります。以上の結果、自己資本比

率は前連結会計年度末の44.9%から45.5％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって得られたキャッシュフローは11億6千1百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利

益が7億4千万円、減価償却費が7億1千6百万円の計上となりましたが、法人税等の支払額が3億6千3百万円あったこ

となどによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用されたキャッシュフローは、5億5千万円となりました。これは、固定資産の取得による支出が6

億3百万円となったことなどによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用されたキャッシュフローは11億3千万円となりました。これは、有利子負債が返済により8億4千9

百万円減少し、配当金の支払額が1億9千7百万円となったことなどによるものです。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて5

億1千8百万円減少し、28億9千2百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年5月13日に公表しました連結業績(通期)予想から変更はありません。  
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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 

該当事項はありません。 

なお、特定子会社以外の子会社の異動につきましては以下のとおりです。 

連結（新規） Carlit Singapore Pte.Ltd. 

※平成24年3月期第2四半期より連結子会社としております。  

  

（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２四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お

ります。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,411 2,892

受取手形及び売掛金 5,614 6,155

商品及び製品 1,637 1,440

仕掛品 301 267

原材料及び貯蔵品 1,217 1,163

その他 978 1,029

貸倒引当金 △20 △13

流動資産合計 13,141 12,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,408 5,463

機械装置及び運搬具（純額） 4,490 4,376

土地 4,608 4,608

その他（純額） 506 814

有形固定資産合計 15,013 15,263

無形固定資産   

その他 35 31

無形固定資産合計 35 31

投資その他の資産   

投資有価証券 3,749 3,546

その他 873 864

投資その他の資産合計 4,623 4,411

固定資産合計 19,672 19,706

資産合計 32,813 32,643
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,386 3,798

短期借入金 4,905 4,405

1年内返済予定の長期借入金 484 696

未払法人税等 341 335

賞与引当金 330 368

役員賞与引当金 37 18

災害損失引当金 251 251

その他 1,288 1,267

流動負債合計 11,024 11,142

固定負債   

長期借入金 1,211 2,677

退職給付引当金 711 716

役員退職慰労引当金 256 268

資産除去債務 32 33

その他 4,622 2,771

固定負債合計 6,835 6,466

負債合計 17,860 17,609

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,204 1,204

資本剰余金 346 346

利益剰余金 12,304 12,525

自己株式 △6 △6

株主資本合計 13,848 14,069

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 903 772

為替換算調整勘定 △3 △2

その他の包括利益累計額合計 899 770

少数株主持分 205 193

純資産合計 14,953 15,034

負債純資産合計 32,813 32,643
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 15,212 17,684

売上原価 12,362 15,335

売上総利益 2,849 2,348

販売費及び一般管理費 1,657 1,700

営業利益 1,192 647

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 57 57

持分法による投資利益 － 19

物品売却益 10 14

雑収入 22 24

営業外収益合計 91 116

営業外費用   

支払利息 48 56

持分法による投資損失 29 －

休止損失 － 13

雑損失 16 20

営業外費用合計 94 91

経常利益 1,189 673

特別利益   

固定資産売却益 － 68

貸倒引当金戻入額 14 －

特別利益合計 14 68

特別損失   

固定資産除却損 17 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32 －

事業譲渡損 32 －

その他 5 －

特別損失合計 87 1

税金等調整前四半期純利益 1,116 740

法人税等 276 330

少数株主損益調整前四半期純利益 840 409

少数株主利益 24 3

四半期純利益 816 406
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 840 409

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △395 △130

為替換算調整勘定 － 1

その他の包括利益合計 △395 △129

四半期包括利益 444 280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 420 277

少数株主に係る四半期包括利益 24 3
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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 1,116 740

減価償却費 612 716

売上債権の増減額（△は増加） △278 △812

たな卸資産の増減額（△は増加） △257 285

仕入債務の増減額（△は減少） 337 424

その他 △227 170

小計 1,302 1,525

災害損失の支払額 △564 △75

預り敷金及び保証金の受入による収入 － 69

法人税等の支払額 △367 △363

法人税等の還付額 2 5

営業活動によるキャッシュ・フロー 373 1,161

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △1,041 △603

固定資産の売却による収入 － 71

投資有価証券の取得による支出 △49 △0

その他 △7 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,098 △550

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） 702 △500

長期借入れによる収入 － 1,920

長期借入金の返済による支出 △189 △242

配当金の支払額 △185 △182

少数株主への配当金の支払額 － △15

利息の支払額 △47 △67

長期未払金の返済による支出 － △2,026

その他 84 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 363 △1,130

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △361 △518

現金及び現金同等物の期首残高 2,226 3,411

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,864 2,892
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22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 

  (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、主要な製品・サービスは研削材、 

除草請負、煙火用薬品、不動産賃貸であります。 

  

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）その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究費及び管理部門に係る費用であります。 

  

（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：百万円）   

  

報告セグメント 
その他 
(注)  

合計 
化薬 化学品 

ボト 
リング 

シリコン
ウエーハ

計 

売上高               

外部顧客への売上高  1,923  3,982  6,937  1,268  14,111  1,100  15,212

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  95  －  －  96  493  589

計  1,923  4,077  6,937  1,268  14,208  1,593  15,801

セグメント利益（営業利益）  763  811  248  60  1,883  197  2,081

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計 1,883 

「その他」の区分の利益 197 

セグメント間取引消去 △5 

その他の調整額（注） △882 

四半期連結損益計算書の営業利益 1,192 
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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 

  (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、主要な製品・サービスは研削材、 

除草請負、煙火用薬品、不動産賃貸であります。 

  

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）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究費及び管理部門に係る費用であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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 
化薬 化学品 

ボト 
リング 

シリコン
ウエーハ

計 

売上高               

外部顧客への売上高  1,893  3,640  9,507  1,177  16,218  1,465  17,684

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  134  －  －  134  565  700

計  1,893  3,774  9,507  1,177  16,352  2,031  18,384

セグメント利益（営業利益） 

又は損失（△）  
 636  536  138  △56  1,255  298  1,554

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  1,255

「その他」の区分の利益  298

セグメント間取引消去  △2

全社費用（注）  △904

四半期連結損益計算書の営業利益  647

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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