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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 12,018 △11.6 0 △99.7 △33 ― △58 ―

23年3月期第2四半期 13,596 9.9 210 276.1 172 308.0 25 352.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △168百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △111百万円 （―％）

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 △3.00 ―

23年3月期第2四半期 1.30 ―

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 26,007 14,075 54.1
23年3月期 25,763 14,342 55.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  14,075百万円 23年3月期  14,342百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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 25,800 △1.4 140 △19.8 80 10.2 △30 ― △1.54



(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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しております。 

※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。業績予想に関する事項につきましては、添付資料P.4「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」をご覧下さい。 

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 19,587,349 株 23年3月期 19,587,349 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 137,005 株 23年3月期 134,483 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 19,451,581 株 23年3月期2Q 19,458,206 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、東日本大震災の影響で企業の生産活動が大きく抑制され、輸

出も減少するといった危機的状況がかなり続いてきました。その後は徐々に持ち直しの兆しが出てきたものの、一

方では、電力供給の制約に加え、円高の進行、更には、海外景気の下振れ懸念が強まるなど、先行きは依然として

不透明な状況が続いております。  

 当社が関係する電機・電子の業界や、自動車、製紙といった業界におきましても、震災の影響でサプライチェー

ンに甚大な支障が生じたため、特に期初においては生産活動が大きく抑制されました。その後は徐々に回復に向か

ってきましたが、依然として厳しい状況が続いております。 

 こうした状況下、当社グループでは、顧客の復旧・復興状況に合わせた適切かつ柔軟な対応と販売製商品の顧客

への供給確保を 優先事項として取組み、製品生産のための原材料調達の確保や、電力対策としての夏季輪番休日

体制の採用、更には、仕入商品の供給安定化などに努めてまいりました。こうした努力で製商品供給面での不安は

解消されてきましたが、顧客側での企業活動が大きく抑制されたため、販売は大きく減少いたしました。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は120億1千8百万円（前年同四半期比11.6％

減）、営業利益が0.7百万円（前年同四半期比99.7％減）、経常損失が3千3百万円（前年同四半期は経常利益1億7

千2百万円）、四半期純損失が5千8百万円（前年同四半期は四半期純利益2千5百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  ［高機能材料事業］ 

 高機能材料事業は、震災の影響で電子部品や自動車部品の関連業界で生産活動が大幅に抑制され、販売製商品の

需要が大きく落込みました。その後、生産活動が徐々に回復するに伴って需要の持ち直しがみられるようになりま

したが、関係業界を取り巻く経済環境は依然として厳しく、先行き不透明な状況が続いております。その結果、当

事業全体の売上高は85億5千7百万円（前年同四半期比13.0％減）、営業利益は7千2百万円（前年同四半期比74.1％

減）となりました。 

  

（主な製商品群の概況） 

１．当四半期決算に関する定性的情報

製商品群 概況（数値は前年同四半期との対比）  

コーティング製品 

携帯電話、パソコン、ＨＤＤなどの電子機器業界向けの需要が、震災の影響で大きく

落込みましたが、外部委託加工の一部内製化などにも取り組み、3.2％の減収に留ま

りました。 

高機能樹脂製品 
特に自動車部品業界で大幅な生産調整が実施されたため、当該業界向けの製品販売が

大きく落込み、7.7％の減収となりました。 

電子材料 

重電業界向け材料では震災からの復興特需もありましたが、全体的には電子機器業界

向けの材料需要が震災の影響で大きく落込み、更には、一部販売先での商流変更もあ

ったため、15.0％の減収となりました。 

機能性樹脂 

震災によりプリント基板や家電製品の業界で生産活動が大きく抑制されたこと、更に

は、前期まで続いた政府の経済支援対策の効果もなくなったことで、当該関係の樹脂

需要が大きく落込み、21.1％の減収となりました。 
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  ［環境材料事業］ 

 環境材料事業は、製紙業界での主要顧客で震災による操業停止を余儀なくされた工場が複数発生し、その後復旧

作業が鋭意進められてはきたものの、当期間においてこれら工場向けの製商品販売が大きく落込みました。こうし

た状況下、当社独自の製品拡販にも引き続き注力し、また一方では、被災工場での製紙減産をカバーするための特

需的な需要も一部にありましたが、全体的な需要の落込みを補うには至りませんでした。その結果、当事業全体の

売上高は30億2千9百万円（前年同四半期比9.6％減）、営業利益は2千3百万円（前年同四半期比38.7％減）となり

ました。         

（主な製商品群の概況） 

   

   [その他の事業] 

 その他の事業では、主体の食品材料において、引続く個人消費の低迷や円高基調による販売価格の値下げ圧力が

続く中、顧客ニーズに応えるサービスの提供と拡販に努めてまいりました。当期間においては震災の影響もあっ

て、長期保存可能な加工食品向けの乾燥野菜や冷菓向けの食品材料が比較的堅調な状況となり、また、増粘安定剤

は一部原料価格が急騰したことを受けて販売価格は高めで推移しました。その結果、当事業全体の売上高は4億3千

1百万円（前年同四半期比4.4％増）、営業利益は6千7百万円（前年同四半期比1.9％減）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は161億8千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億2千1百

万円減少いたしました。これは主にたな卸資産が3億8百万円増加したものの、現金及び預金が12億3百万円、受取

手形及び売掛金が2億2千4百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定資産は98億2千5百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ13億6千4百万円増加いたしました。これは主に投資有価証券が1億4百万円減少したも

のの、建設仮勘定が10億6千7百万円、建物及び構築物が3億2千6百万円それぞれ増加したことによるものでありま

す。 

 この結果、総資産は、260億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億4千3百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は65億3千万円となり、前連結会計年度末に比べ1億9千7百万円増

加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が4億5千6百万円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が

6億円増加したことによるものであります。固定負債は54億円となり、前連結会計年度末に比べ3億1千1百万円増加

いたしました。これは主に長期借入金が4億円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、119億3千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億9百万円増加いたしました。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は140億7千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億6千6百

万円減少いたしました。これは主に利益剰余金が1億5千5百万円（5千8百万円の四半期純損失の計上、9千7百万円

の剰余金の配当による減少）、その他有価証券評価差額金が5千8百万円、為替換算調整勘定が4千6百万円それぞれ

減少したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は54.1％（前連結会計年度末は55.7％）となりました。 

製商品群 概況（数値は前年同四半期との対比）  

ファインケミカルズ 

拡販活動の成果も一部にありましたが、主要顧客における複数工場で震災による操業

停止が長らく続き、これら工場向けの製商品販売が激減した影響で、10.0％の減収と

なりました。 

製紙用化学品 
一部の製紙用化学品では震災による特需で販売が伸びたものもありましたが、全体的

には被災工場での需要が大きく落込んだため、9.5％の減収となりました。  
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（キャッシュ・フローの状況） 

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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して、12億3百万円減少して、61億7千8百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億9千2百万円の資金減少（前年同四半期は3億3千5百万円の資金増加）

となりました。その主な要因は、仕入債務が4億5千4百万円減少したこと、たな卸資産が3億1千万円増加したこ

と、及び減価償却費を3億4百万円計上したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動によるキャッシュ・フローは、16億9千7百万円の資金減少（前年同四半期は11億2百万円の資金減少）

となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得として16億9千万円支出したことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動によるキャッシュ・フローは、9億2百万円の資金増加（前年同四半期は29億2百万円の資金増加）とな

りました。その主な要因は、長期借入金の借入れを10億円実行したこと、及び配当金として9千6百万円を支出した

ことによるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年10月28日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 
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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：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 7,382,132 6,178,813

受取手形及び売掛金 7,775,594 7,551,473

たな卸資産 1,835,890 2,144,778

その他 328,475 321,216

貸倒引当金 △19,590 △14,950

流動資産合計 17,302,503 16,181,332

固定資産   

有形固定資産 5,293,141 6,729,945

無形固定資産 248,922 257,468

投資その他の資産   

投資有価証券 1,587,173 1,482,431

その他 1,821,109 1,844,820

貸倒引当金 △488,942 △488,827

投資その他の資産合計 2,919,340 2,838,423

固定資産合計 8,461,404 9,825,838

資産合計 25,763,908 26,007,170

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,322,149 3,865,751

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 1,600,000

未払法人税等 58,218 22,250

賞与引当金 139,187 132,105

その他 413,157 510,259

流動負債合計 6,332,712 6,530,367

固定負債   

長期借入金 4,600,000 5,000,000

退職給付引当金 308,756 267,043

役員退職慰労引当金 44,557 38,407

資産除去債務 62,795 63,067

その他 72,956 32,380

固定負債合計 5,089,065 5,400,898

負債合計 11,421,778 11,931,265
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,115,224 5,115,224

資本剰余金 4,886,268 4,886,268

利益剰余金 4,557,154 4,401,507

自己株式 △44,753 △45,299

株主資本合計 14,513,893 14,357,700

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 98,541 40,080

繰延ヘッジ損益 603 △4,118

為替換算調整勘定 △270,908 △317,757

その他の包括利益累計額合計 △171,763 △281,795

純資産合計 14,342,129 14,075,905

負債純資産合計 25,763,908 26,007,170
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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 13,596,104 12,018,403

売上原価 11,950,827 10,641,789

売上総利益 1,645,276 1,376,613

販売費及び一般管理費 1,435,087 1,375,904

営業利益 210,189 708

営業外収益   

受取利息 4,085 6,678

受取配当金 15,198 16,021

その他 5,461 11,065

営業外収益合計 24,745 33,765

営業外費用   

支払利息 27,961 33,576

債権売却損 3,601 2,657

為替差損 26,206 30,177

その他 4,257 1,579

営業外費用合計 62,027 67,991

経常利益又は経常損失（△） 172,907 △33,517

特別利益   

固定資産売却益 1,382 －

貸倒引当金戻入額 34,698 －

特別利益合計 36,081 －

特別損失   

固定資産売却損 23,048 620

固定資産除却損 1,060 5,023

投資有価証券評価損 1,108 7,848

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 57,354 －

特別損失合計 82,571 13,491

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（△）

126,416 △47,008

法人税、住民税及び事業税 82,767 7,987

法人税等調整額 18,424 3,386

法人税等合計 101,192 11,373

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（△）

25,224 △58,382

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,224 △58,382
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

25,224 △58,382

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △153,095 △58,460

繰延ヘッジ損益 △519 △4,721

為替換算調整勘定 17,203 △46,849

その他の包括利益合計 △136,411 △110,032

四半期包括利益 △111,186 △168,414

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △111,186 △168,414

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

126,416 △47,008

減価償却費 335,634 304,035

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,698 △4,755

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,185 △7,049

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,913 △41,713

受取利息及び受取配当金 △19,283 △22,699

支払利息 27,961 33,576

固定資産売却損益（△は益） 21,665 620

固定資産除却損 1,060 5,023

投資有価証券評価損益（△は益） 1,108 7,848

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 57,354 －

売上債権の増減額（△は増加） 152,962 222,942

たな卸資産の増減額（△は増加） △221,530 △310,689

仕入債務の増減額（△は減少） △43,979 △454,567

その他 △25,429 △24,374

小計 379,514 △338,812

利息及び配当金の受取額 18,480 22,730

利息の支払額 △30,250 △33,691

法人税等の支払額 △35,820 △42,985

法人税等の還付額 3,171 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 335,096 △392,759

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 △962,026 △1,690,870

有形固定資産の売却による収入 8,244 20,000

無形固定資産の取得による支出 △148,314 △17,700

投資有価証券の取得による支出 △3,063 △633

株式売却代金の回収による収入 33,000 －

その他 △30,324 △8,057

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,102,485 △1,697,262

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） 500,000 －

長期借入れによる収入 3,000,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △500,000 －

自己株式の取得による支出 △771 △545

配当金の支払額 △97,206 △96,974

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,902,021 902,479

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,058 △15,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,096,575 △1,203,318

現金及び現金同等物の期首残高 6,401,048 7,382,132

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,497,623 6,178,813
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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 

（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、食品関連素材の輸入販売等を含

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）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

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 

（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、食品関連素材の輸入販売等を含

んでおります。  

（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：千円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計高機能材料
事業 

環境材料
事業 

計

売上高  

外部顧客への売上高  9,831,319  3,351,663  13,182,983  413,120  13,596,104

セグメント間の内部売上高       
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  9,831,319  3,351,663  13,182,983  413,120  13,596,104

セグメント利益又は損失（△）  278,864  39,153  318,017    68,728    386,746

（単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  318,017

「その他」の区分の利益  68,728

全社費用（注）  △176,557

四半期連結損益計算書の営業利益  210,189

（単位：千円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計高機能材料
事業 

環境材料
事業 

計

売上高  

外部顧客への売上高  8,557,392  3,029,788  11,587,181  431,221  12,018,403

セグメント間の内部売上高      
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  8,557,392  3,029,788  11,587,181  431,221  12,018,403

セグメント利益又は損失（△）  72,126  23,990  96,117    67,404    163,521
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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販売費及び一般管理費であります。 

 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。 

（単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  96,117

「その他」の区分の利益  67,404

全社費用（注）  △162,813

四半期連結損益計算書の営業利益  708

（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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