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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 22,688 8.8 2,364 △14.8 2,328 △2.6 1,347 △6.8
23年3月期第3四半期 20,863 21.9 2,775 40.4 2,390 22.3 1,446 △16.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,179百万円 （△9.1％） 23年3月期第3四半期 1,298百万円 （―％）

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3四半期 109.59 ―
23年3月期第3四半期 117.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 39,922 19,327 47.7
23年3月期 39,717 18,615 46.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  19,027百万円 23年3月期  18,309百万円

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 ― 17.00 ― 21.00 38.00
24年3月期 ― 17.00 ―
24年3月期（予想） 21.00 38.00

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 29,784 5.2 3,116 △10.6 3,015 △4.1 1,773 △2.2 144.15



(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）詳細は、添付資料２ページ 「２.サマリー情報（その他）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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、四半期連結財務諸表に対す
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 
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原因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信[添付資料]２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（2）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3Q 12,300,000 株 23年3月期 12,300,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 569 株 23年3月期 465 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 12,299,480 株 23年3月期3Q 12,299,576 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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による厳しい状況から徐々に持ち直す動

きがみられるものの、円高の長期化、欧州の財政不安による世界的な景気停滞などにより、先行きが不透明な状況

で推移しました。 

このような環境のもと、当社グループは国内外の情報通信産業を中心に、顧客のニーズに基づいた多種多様な

フッ化物製品の供給を行うとともに、特殊貨物輸送で培った独自のノウハウに基づいた化学品の物流を担う事業展

開を行ってきました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は226億88百万円(前年同期比8.8％増)となりました。増加した主な要因

は、主力の半導体・液晶部門の売上高が増加したことによるものです。売上原価に関しては、主要原料である無水

フッ酸の価格が上昇したため原価率は前年同期と比べ上昇しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益は23億64百万円（同14.8％減）、経常利益は23億28百万円(同

2.6％減)、四半期純利益は13億47百万円(同6.8％減)となりました。 

   

（２）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、概ね予想通り推移していますので、平成23年４月27日に公表しまし

た業績予想から修正は行っていません。 

 なお、業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。  

   

   

（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 

 税金費用については、当第３四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。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

  

（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。  

  

（４）追加情報 

  会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

   第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及 

  び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂 

  正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しています。  

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,506 3,266

受取手形及び売掛金 6,797 7,501

商品及び製品 1,154 1,714

仕掛品 719 893

原材料及び貯蔵品 520 631

その他 630 754

貸倒引当金 △70 △10

流動資産合計 16,259 14,749

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,326 5,888

機械装置及び運搬具（純額） 5,792 5,473

土地 5,490 5,490

建設仮勘定 3,270 6,003

その他（純額） 802 782

有形固定資産合計 21,682 23,638

無形固定資産   

のれん 535 418

その他 79 75

無形固定資産合計 614 494

投資その他の資産   

その他 1,173 1,040

貸倒引当金 △12 △2

投資その他の資産合計 1,160 1,038

固定資産合計 23,457 25,172

資産合計 39,717 39,922

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,737 1,942

短期借入金 2,509 3,297

1年内返済予定の長期借入金 3,504 3,896

未払法人税等 920 92

賞与引当金 290 193

その他 3,211 3,536

流動負債合計 12,173 12,959

固定負債   

長期借入金 7,396 6,238

退職給付引当金 724 569

役員退職慰労引当金 421 461

その他 385 367

固定負債合計 8,927 7,635

負債合計 21,101 20,594



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,180 3,180

資本剰余金 3,288 3,288

利益剰余金 12,244 13,124

自己株式 △1 △1

株主資本合計 18,711 19,592

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3 △4

繰延ヘッジ損益 △9 △45

為替換算調整勘定 △395 △514

その他の包括利益累計額合計 △402 △564

少数株主持分 305 300

純資産合計 18,615 19,327

負債純資産合計 39,717 39,922



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 20,863 22,688

売上原価 15,065 17,251

売上総利益 5,797 5,437

販売費及び一般管理費 3,021 3,072

営業利益 2,775 2,364

営業外収益   

持分法による投資利益 60 13

その他 87 108

営業外収益合計 147 122

営業外費用   

支払利息 109 108

為替差損 123 43

デリバティブ評価損 279 －

その他 19 6

営業外費用合計 532 158

経常利益 2,390 2,328

特別利益   

固定資産売却益 8 4

特別利益合計 8 4

特別損失   

固定資産廃棄損 14 71

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11 －

その他 0 0

特別損失合計 26 72

税金等調整前四半期純利益 2,371 2,261

法人税等 920 904

少数株主損益調整前四半期純利益 1,450 1,357

少数株主利益 4 9

四半期純利益 1,446 1,347



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,450 1,357

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8 △8

繰延ヘッジ損益 － △35

為替換算調整勘定 △105 △96

持分法適用会社に対する持分相当額 △38 △37

その他の包括利益合計 △152 △177

四半期包括利益 1,298 1,179

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,322 1,184

少数株主に係る四半期包括利益 △23 △5



 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高および利益また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、保険代理事業、自動車整

備事業、アグリ事業およびムーンライト事業（蓄光製品の製造販売）を含んでいます。 

２．報告セグメントの利益また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および当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 
高純度 
薬品  

運輸 メディカル
コスメ 
ティック 

計 

売上高               

外部顧客への 

売上高 
 17,411  3,141  －  60  20,613  249  20,863

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 28  2,137  －  －  2,165  122  2,288

計  17,440  5,278  －  60  22,779  371  23,151

セグメント利益 

又は損失（△） 
 3,556  451  △572  △242  3,192  △430  2,761

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  3,192

「その他」の区分の利益  △430

セグメント間取引消去  13

四半期連結損益計算書の営業利益  2,775



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高および利益また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、保険代理事業、自動車整

備事業、EMS事業（エネルギー管理システムの開発）およびムーンライト事業（蓄光製品の製造販

売）を含んでいます。 

２．報告セグメントの利益また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および当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失また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。 

   

   

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
高純度 
薬品  

運輸 メディカル
コスメ 
ティック 

計 

売上高               

外部顧客への 

売上高 
 18,803  3,512  －  166  22,483  205  22,688

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 42  2,136  －  －  2,179  146  2,325

計  18,846  5,649  －  166  24,662  352  25,014

セグメント利益 

又は損失（△） 
 2,743  637  △447  △257  2,675  △317  2,358

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  2,675

「その他」の区分の利益  △317

セグメント間取引消去  6

四半期連結損益計算書の営業利益  2,364

（５）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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