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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 14,417 △2.8 2,132 △0.5 2,027 4.5 1,676 81.7
23年3月期第2四半期 14,835 4.4 2,143 181.2 1,939 280.9 922 273.0

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,336百万円 （221.5％） 23年3月期第2四半期 415百万円 （―％）

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 266.01 ―
23年3月期第2四半期 146.41 ―

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 35,679 19,512 54.6
23年3月期 37,432 18,271 48.7
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  19,474百万円 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 ― 15.00
24年3月期（予想） ― 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、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 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2Q 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2Q 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2Q 6,301,288 株 23年3月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災以降停滞していた生産活動は徐々に持ち直す動

きがみられるものの、電力の供給不安や世界的な景気減速懸念、消費マインドの悪化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２四半期連結累計期間の売上高は、ライフサイエンス事業・電子材料事業は堅調に推移しました

が、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などにより、 千円（前年同期比 ％

減、 千円減）となりました。営業利益は 千円（同 ％減、 千円減）、経常利益は

千円（同 ％増、 千円増）、四半期純利益は、米国の連結子会社である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、主力製品である果実酸類において在庫調整の影響を受けましたが、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結果、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堅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 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。 

  

（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

14,417,512 2.8

418,092 2,132,182 0.5 10,880

2,027,512 4.5 88,196

1,676,240 81.7

753,627

9,541,643 1.5 143,398

1,392,463 24.4 273,194

4,875,869 10.3

561,491 1,136,890 19.2 270,252

1,753,114 35,679,393

2,994,148 16,167,336

1,241,033 19,512,057

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 7,274,339 5,009,056 

受取手形及び売掛金 7,657,758 6,966,594 

商品及び製品 4,414,494 4,762,309 

仕掛品 222,799 243,023 

原材料及び貯蔵品 748,948 888,761 

繰延税金資産 587,828 609,740 

その他 330,969 745,294 

貸倒引当金 △4,557 △6,316 

流動資産合計 21,232,582 19,218,465 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,850,463 6,781,368 

機械装置及び運搬具（純額） 2,918,991 2,644,532 

土地 2,480,626 3,044,528 

建設仮勘定 74,811 216,495 

その他（純額） 402,148 365,492 

有形固定資産合計 12,727,041 13,052,417 

無形固定資産   

のれん 282,858 211,123 

その他 500,209 466,019 

無形固定資産合計 783,067 677,142 

投資その他の資産   

投資有価証券 572,786 548,194 

長期前払費用 732,452 591,073 

繰延税金資産 1,058,435 1,010,726 

その他 430,982 675,384 

貸倒引当金 △104,840 △94,010 

投資その他の資産合計 2,689,816 2,731,368 

固定資産合計 16,199,925 16,460,928 

資産合計 37,432,508 35,679,393 
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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 1,777,491 1,810,260 

短期借入金 4,069,599 4,100,300 

未払金 826,472 727,841 

未払法人税等 964,534 1,002,018 

賞与引当金 314,656 368,097 

役員賞与引当金 45,000 22,500 

その他 743,360 601,363 

流動負債合計 8,741,115 8,632,381 

固定負債   

長期借入金 8,259,350 6,328,850 

長期未払金 1,163,144 143,144 

退職給付引当金 951,644 990,816 

資産除去債務 9,417 9,417 

その他 36,812 62,726 

固定負債合計 10,420,369 7,534,955 

負債合計 19,161,484 16,167,336 

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 17,461,055 

自己株式 △2,164 △2,417 

株主資本合計 18,724,581 20,306,048 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,919 129,556 

為替換算調整勘定 △639,702 △961,441 

その他の包括利益累計額合計 △492,782 △831,885 

少数株主持分 39,225 37,894 

純資産合計 18,271,023 19,512,057 

負債純資産合計 37,432,508 35,679,393 
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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：千円）

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 14,835,605 14,417,512 

売上原価 9,034,052 8,749,859 

売上総利益 5,801,553 5,667,653 

販売費及び一般管理費 3,658,490 3,535,470 

営業利益 2,143,062 2,132,182 

営業外収益   

受取利息 5,370 9,094 

受取配当金 8,791 10,028 

受取手数料 7,248 5,067 

受取賃貸料 － 9,046 

法人税等還付加算金 1,049 － 

その他 9,615 13,735 

営業外収益合計 32,076 46,971 

営業外費用   

支払利息 119,999 92,568 

為替差損 113,144 54,067 

その他 2,679 5,006 

営業外費用合計 235,822 151,641 

経常利益 1,939,316 2,027,512 

特別利益   

固定資産売却益 － 741,340 

投資有価証券売却益 78 2 

会員権売却益 55 － 

特別利益合計 133 741,342 

特別損失   

固定資産除却損 1,906 1,976 

減損損失 367,159 － 

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 398,697 1,976 

税金等調整前四半期純利益 1,540,751 2,766,878 

法人税、住民税及び事業税 589,664 1,068,114 

法人税等調整額 32,045 23,454 

法人税等合計 621,710 1,091,569 

少数株主損益調整前四半期純利益 919,041 1,675,309 

少数株主損失（△） △3,571 △930 

四半期純利益 922,613 1,676,240 
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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：千円）

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 919,041 1,675,309 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60,058 △17,363 

為替換算調整勘定 △443,431 △321,739 

その他の包括利益合計 △503,489 △339,102 

四半期包括利益 415,552 1,336,207 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 419,124 1,337,138 

少数株主に係る四半期包括利益 △3,571 △930 
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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 1,540,751 2,766,878 

減価償却費 1,058,020 875,784 

減損損失 367,159 － 

のれん償却額 71,326 69,265 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,173 △1,186 

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,627 54,141 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,500 △22,500 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,717 49,709 

受取利息及び受取配当金 △14,162 △19,122 

支払利息 119,999 92,568 

為替差損益（△は益） 97,281 44,241 

有形固定資産売却損益（△は益） － △741,340 

有形固定資産除却損 1,906 1,976 

会員権売却損益（△は益） △55 － 

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） 78,613 616,278 

たな卸資産の増減額（△は増加） △173,374 △579,442 

未払金の増減額（△は減少） △19,172 △120,283 

仕入債務の増減額（△は減少） △11,889 53,883 

長期未払金の増減額（△は減少） △3,690 △1,020,000 

その他 △366,163 △317,741 

小計 2,819,855 1,803,111 

利息及び配当金の受取額 14,142 13,627 

利息の支払額 △115,543 △88,791 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △865,621 △1,091,419 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,852,831 636,527 

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 △660,380 △1,242,439 

有形固定資産の売却による収入 － 479,825 

無形固定資産の取得による支出 △7,818 △26,937 

投資有価証券の取得による支出 △2,416 △2,842 

投資有価証券の売却による収入 302 2 

長期貸付金の回収による収入 270 270 

その他 △3,227 △14,142 

投資活動によるキャッシュ・フロー △673,270 △806,263 

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） △194,777 △194,051 

長期借入金の返済による支出 △2,107,200 △1,699,800 

自己株式の取得による支出 － △253 

配当金の支払額 △125,953 △94,446 

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 △742 △4,886 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,429,073 △1,993,838 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △138,632 △95,451 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,388,145 △2,259,025 

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 5,889,314 4,888,543 
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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 

（単位：千円）

（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

△385,141千円、その他1,793千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事項 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「電子材料および機能性化学品事業」セグメントにおいて、生産停止が決定し遊休となることが見込ま

れる生産設備につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。なお、当該減損損失の計上額は、当

第２四半期連結累計期間においては367,159千円です。 

  

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：千円）

（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事項 

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 
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  9,398,245  5,437,360  14,835,605  －  14,835,605

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 18,436  18,314  36,751  △36,751  －

計  9,416,682  5,455,675  14,872,357  △36,751  14,835,605

セグメント利益  1,119,268  1,407,142  2,526,410  △383,348  2,143,062

  

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  9,541,643  4,875,869  14,417,512  －  14,417,512

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  4,897  4,897  △4,897  －

計  9,541,643  4,880,766  14,422,410  △4,897  14,417,512

セグメント利益  1,392,463  1,136,890  2,529,353  △397,170  2,132,182

△404,707 7,536

（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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