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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 17,835 △19.5 △124 ― △289 ― △184 ―

23年3月期第2四半期 22,159 9.1 1,046 ― 901 ― 310 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △467百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 22百万円 （―％）

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 △2.10 ―

23年3月期第2四半期 3.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 62,030 31,044 50.0
23年3月期 63,905 31,688 49.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  31,031百万円 23年3月期  31,676百万円

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  

 平成24年3月期の期末配当予想額については、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 ― 3.00 ― 2.00 5.00

24年3月期 ― 3.00

24年3月期（予想） ― ― ―

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  ：  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 37,500 △9.4 600 △56.5 350 △69.2 170 ― 1.93



(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  ：  無  

(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 
   に基づく四半期連結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 
  １．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条件に基づいてお 
    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．平成24年3月期の期末配当予想額については、今後の業績動向をさらに見極める必要があり、現時点では未定であります。今後、配当予想額の開示 
    が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

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2Q 89,227,755 株 23年3月期 89,227,755 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,247,364 株 23年3月期 1,247,031 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 87,980,454 株 23年3月期2Q 87,982,331 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のわが国経済は、東日本大震災からの復興に伴い生産や輸出面で緩やかな回復傾向が

みられたものの、原発事故の影響に加え、欧州の金融不安や海外経済の減速、円高など、厳しい状況で推移いたし

ました。  

 このような環境の下で当社グループは、高収益体質企業の実現を目指して鋭意努力してまいりましたが、ユーザ

ーによる在庫調整、全体的な価格の下落傾向の影響で売上高が減少したことや東日本大震災の影響による操業度の

低下により収益は大きく落ち込みました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は178億3千5百万円（前年同期比43億2千4百万円減）となり、経

常損失は2億8千9百万円（前年同期は経常利益9億1百万円）となりました。 

 この経常損失に特別損失の固定資産除却損7千1百万円及び法人税等6千1百万円を加え、更に法人税等調整額2億3

千9百万円等を計上した結果、四半期純損失は1億8千4百万円（前年同期は四半期純利益3億1千万円）となりまし

た。 

 当社グループのセグメント別の概況は、次の通りとなりました。 

  

①無機化学品事業 

 無機化学品事業では、クロム製品は鉄鋼向け耐火物関連製品の落ち込みと円高による輸出価格の下落により、売

上高は減少しました。燐製品は販売価格の下落傾向が続き、また電材業界や難燃剤向け出荷の大きな落ち込みによ

り売上高は大幅に減少しました。シリカ製品は震災の影響による東北地区のユーザーへの出荷減や、土木関連が落

ち込んだことにより、売上高は大幅に減少しました。バリウム製品は震災の影響があり、売上高は減少しました。

  

②有機化学品事業 

 有機化学品事業では、医薬中間体は放射能汚染の風評被害の影響により、売上高は大きく落ち込みました。農薬

は海外市場の需要回復を受け、売上高は増加しました。ホスフィン誘導体は新規用途が伸びず、売上高は減少しま

した。有機電子材料は一部需要家の在庫調整の影響を受け、売上高は減少しました。 

  

③電材事業 

 電材事業では、リチウムイオン電池用正極材料は震災の影響とノートＰＣ向け電池需要低迷の長期化により、売

上高は大幅に減少しました。電子セラミック材料は世界景気の失速によるユーザーでの生産調整により、売上高は

減少しました。回路材料はＰＣ、大型ＴＶ向けが振るわず、売上高は減少しました。 

  

④その他 

 空調関連事業はケミカルフィルタ及び設計・施工業務が増加しました。賃貸事業は一部震災の影響を受けました

が、堅調に推移しました。書店は販促効果もあり売上は増加しました。  

  

（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 

 当第２四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18億7千4百万円減少し、純資産は6億4千3百

万円減少しております。その結果、自己資本比率は49.6％から50.0％となっております。 

 増減の主なものは次の通りであります。 

 流動資産では、現金及び預金が12億3千1百万円減少し、受取手形及び売掛金が1億9千4百万円減少し、商品及び

製品が4億6千9百万円増加し、原材料及び貯蔵品が1億6千万円増加しております。 

 固定資産では、有形固定資産が6億6千2百万円減少し、投資有価証券が4億6千6百万円減少しております。 

 流動負債では、支払手形及び買掛金が9億5千7百万円増加し、短期借入金が8億4千1百万円減少し、設備関係未払

金が3億7千7百万円減少しております。 

 固定負債では、長期借入金が1億2千万円減少し、繰延税金負債が3億4千1百万円減少しております。 

 株主資本では、利益剰余金が3億6千万円減少しております。 

 その他の包括利益累計額では、その他有価証券評価差額金が2億7千6百万円減少しております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、16億5百万円の収入（前年同期比8億8千5百

万円減）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失3億6千万円に対し、非資金損益項目である減価償

却費19億5千万円の他、売上債権の減少額8千8百万円、たな卸資産の増加額7億2千6百万円、仕入債務の増加額10億

1千1百万円等、営業取引に係る資産負債の増減額を加減したことによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資により16億9千2百万円の支出（同1億1百万円増）となりま

した。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入の返済や配当金の支払等があり、11億4千2百万円の支出（同37億2

千9百万円減）となりました。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ12億3千1百

万円減少し、62億3千6百万円となりました。 

 なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローと配当金を減算したフリー 

キャッシュ・フローは、2億6千2百万円の支出となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の第２四半期累計期間連結業績は、予想した以上に東日本大震災の影響が大きく、電材製品や有機

製品等の売上高が減少したこと、操業度が低位で推移したことや輸入原料の購入価格が上昇したことにより、営業損

益、経常損益及び当期純損益が前回予想を下回りました。 

また、第３四半期以降においてもこうした要因による影響を少なからず受けると予想されることから、平成24年３

月期通期連結業績予想につきましても営業損益、経常損益及び当期純損益を修正いたしました。  

なお、平成23年11月２日付「第２四半期業績予想と実績の差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて

別途同様の公表をしております。 

平成23年８月２日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

  

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

断する一定の条件に基づいており、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。  

  

  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 

前 回 発 表 予 想 

（平成23年８月２日発表） 

（A） 37,500 1,200 900 500 5.68 

今 回 発 表 予 想 （B） 37,500 600 350 170 1.93 

増 減 額 （B－A） － △600 △550 △330 － 

増 減 率 （％） － △50.0 △61.1 △66.0 － 

（参考）前期（平成23年３月）実績 41,408 1,380 1,136 △227 △2.58 
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２．四半期連結財務諸表 
（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 7,493 6,261

受取手形及び売掛金 9,171 8,976

商品及び製品 3,357 3,827

仕掛品 2,169 2,265

原材料及び貯蔵品 2,634 2,795

繰延税金資産 472 554

その他 601 532

貸倒引当金 △15 △16

流動資産合計 25,884 25,196

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,402 31,782

減価償却累計額 △17,659 △18,090

建物及び構築物（純額） 13,742 13,691

機械装置及び運搬具 55,673 56,710

減価償却累計額 △47,003 △47,807

機械装置及び運搬具（純額） 8,669 8,903

土地 7,929 7,929

建設仮勘定 1,208 322

その他 6,017 6,195

減価償却累計額 △5,047 △5,184

その他（純額） 970 1,010

有形固定資産合計 32,520 31,857

無形固定資産 456 437

投資その他の資産   

投資有価証券 3,404 2,938

長期貸付金 383 345

繰延税金資産 51 43

その他 1,342 1,344

貸倒引当金 △138 △132

投資その他の資産合計 5,043 4,539

固定資産合計 38,021 36,834

資産合計 63,905 62,030
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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 3,654 4,612

短期借入金 11,398 10,557

未払法人税等 238 55

未払消費税等 116 44

賞与引当金 417 388

設備関係未払金 1,618 1,241

その他 3,726 3,370

流動負債合計 21,170 20,271

固定負債   

長期借入金 5,957 5,837

退職給付引当金 1,192 1,342

負ののれん 17 5

繰延税金負債 2,635 2,293

その他 1,244 1,235

固定負債合計 11,047 10,714

負債合計 32,217 30,986

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,757 5,757

資本剰余金 2,269 2,269

利益剰余金 23,493 23,133

自己株式 △349 △349

株主資本合計 31,171 30,810

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 530 253

為替換算調整勘定 △25 △33

その他の包括利益累計額合計 504 220

少数株主持分 12 13

純資産合計 31,688 31,044

負債純資産合計 63,905 62,030
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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 22,159 17,835

売上原価 18,018 15,048

売上総利益 4,141 2,786

販売費及び一般管理費 3,095 2,911

営業利益又は営業損失（△） 1,046 △124

営業外収益   

受取利息及び配当金 35 40

その他 141 110

営業外収益合計 176 150

営業外費用   

支払利息 202 160

持分法による投資損失 11 6

その他 107 148

営業外費用合計 321 315

経常利益又は経常損失（△） 901 △289

特別損失   

固定資産除却損 96 71

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 190 －

投資有価証券評価損 14 －

特別損失合計 301 71

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

599 △360

法人税、住民税及び事業税 212 61

法人税等調整額 76 △239

法人税等合計 289 △177

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

310 △183

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 310 △184
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

310 △183

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △278 △276

持分法適用会社に対する持分相当額 △9 △7

その他の包括利益合計 △287 △284

四半期包括利益 22 △467

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 23 △468

少数株主に係る四半期包括利益 △0 1
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

599 △360

減価償却費 1,932 1,950

負ののれん償却額 △11 △11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） 110 △28

退職給付引当金の増減額（△は減少） 95 149

受取利息及び受取配当金 △35 △40

持分法による投資損益（△は益） 11 6

支払利息 202 160

為替差損益（△は益） 3 2

固定資産除却損 96 71

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 190 －

投資有価証券評価損益（△は益） 14 －

売上債権の増減額（△は増加） 363 88

たな卸資産の増減額（△は増加） △470 △726

仕入債務の増減額（△は減少） △60 1,011

未払消費税等の増減額（△は減少） △336 △71

その他 △28 △238

小計 2,676 1,957

利息及び配当金の受取額 37 43

利息の支払額 △194 △160

法人税等の支払額 △39 △234

法人税等の還付額 10 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,491 1,605

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 △1,530 △1,644

有形固定資産の売却による収入 0 19

無形固定資産の取得による支出 △8 △27

投資有価証券の取得による支出 △6 △2

関係会社出資金の払込による支出 △25 －

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 21 16

収用補償金の受取による収入 11 －

その他 △51 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,590 △1,692
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（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) 

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） △3,565 195

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5 △5

長期借入れによる収入 － 1,000

長期借入金の返済による支出 △1,123 △2,156

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △177 △175

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,871 △1,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,973 △1,231

現金及び現金同等物の期首残高 9,573 7,467

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,599 6,236
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 該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕  

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 

                                         (単位：百万円) 

（注）1.「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、空調関連事業、賃貸事業及び書店事

業等を含んでおります。  

2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。  

3.セグメント利益は、四半期連結計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

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。 

  

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 

                                         (単位：百万円) 

（注）1.「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、空調関連事業、賃貸事業及び書店事

業等を含んでおります。  

2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。  

3.セグメント利益は、四半期連結計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

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

  

 報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

無機化学品
事業 

有機化学品
事業 

電材事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  10,123  2,532  7,578  20,234  1,924  22,159  －  22,159

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 29  －  －  29  122  152  △152  －

計  10,152  2,532  7,578  20,264  2,047  22,312  △152  22,159

セグメント利益又は損失（△）  271  △20  663  914  123  1,037  8  1,046

  

 報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

無機化学品
事業 

有機化学品
事業 

電材事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  8,943  1,641  4,244  14,830  3,005  17,835  －  17,835

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 25  －  －  25  113  138  △138  －

計  8,968  1,641  4,244  14,855  3,118  17,973  △138  17,835

セグメント利益又は損失（△）  △148  △184  △174  △508  375  △132  8  △124

（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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