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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 18,420 2.8 868 △40.6 765 △45.6 360 △62.8

23年3月期第3四半期 17,911 8.4 1,463 10.2 1,408 5.6 969 15.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 200百万円 （△75.6％） 23年3月期第3四半期 824百万円 （―％）

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 43.48 ―

23年3月期第3四半期 117.04 ―

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 27,208 16,166 57.3
23年3月期 27,785 16,258 56.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  15,599百万円 23年3月期  15,765百万円

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 ― ― ― 35.00 35.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 35.00 35.00

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  ：  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 24,500 0.2 1,000 △41.4 900 △44.9 400 △60.0 48.27



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料３ページ「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」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３ページ「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、四半期財務諸表に対 
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。業績予想の前提となる条件及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）３ページ「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 1社 （社名） 綜研高新材料（南京）有限公司 、 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 8,300,000 株 23年3月期 8,300,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 13,606 株 23年3月期 13,565 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,286,429 株 23年3月期3Q 8,286,435 株
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当第３四半期連結累計期間における経済情勢は、海外では、アジアの新興国は成長を維持しました

が、中国経済の減速感やタイでの洪水被害等があり、また、国内では、東日本大震災の影響による落ち

込みからの景気回復は緩やかなものに留まるとともに、円高の進行、原油価格高など、依然として先行

き不透明かつ厳しい状況にありました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、新製品の販売、中国市場を中心とした販売拡大に注力

するとともに、生産効率向上等のコストダウンに努めてまいりました。また、グループの更なる成長に

向け、新事業棟建設による新規事業立ち上げの加速と、海外事業拠点の拡充等にも注力いたしました。

ケミカルズについては、フラットパネル・ディスプレイ（ＦＰＤ）関連用途の粘着剤関連製品は前年

同期の水準を下回りましたが、中国市場において特殊機能材製品、加工製品の販売が伸長したことによ

り、売上高は前年同期比で微増となりました。装置システムについては、工事完成高が増加したことに

より、売上高は前年同期を上回りました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、184億20百万円（前年同期比2.8％増）となり

ました。利益面では、粘着剤関連製品の販売数量の減少、原材料価格高により、経常利益は7億65百万

円（前年同期比45.6％減）となり、四半期純利益は法人税等改正の影響もあり3億60百万円（前年同期

比62.8％減）となりました。 

セグメントの状況は、以下のとおりです。 

＜ケミカルズ＞  

ケミカルズについては、売上高は165億46百万円（前年同期比0.3％増）となりました。製品別の状況

は、以下のとおりです。 

粘着剤関連製品は、ＦＰＤ関連用途の販売数量が、タッチパネル用途では増加したものの、偏光板用

途で前年同期の水準を下回ったことから、売上高は84億35百万円（前年同期比9.8％減）となりまし

た。 

微粉体製品は、建材用途、情報記録材用途向けの販売数量が増加したものの、電子材料用途、液晶表

示装置用の光拡散フィルム用途向けの販売が低調であったため、売上高は14億39百万円（前年同期比

8.9％減）となりました。 

特殊機能材製品は、中国市場における電子材料用途向けの販売が堅調に推移し、売上高は27億70百万

円（前年同期比5.8％増）となりました。 

加工製品は、中国市場における家電用途、電子機器用途向けの機能性粘着テープの販売数量が増加

し、売上高は39億1百万円（前年同期比32.3％増）となりました。 

＜装置システム＞  

装置システムは、引き続き設備投資の冷え込みの影響を受け低調に推移する中、前年同期に比べ工事

完成高が増加したことにより、売上高は18億73百万円（前年同期比33.2％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末（以下「当期末」という。）の総資産は、前連結会計年度末（以下「前

期末」という。）に比べて5億77百万円減少し、272億8百万円となりました。 

流動資産は、たな卸資産、その他流動資産が増加したものの、現金及び預金、受取手形及び売掛金が

減少したことなどにより、前期末に比べ79百万円減少し、141億62百万円となりました。 

固定資産は、有形固定資産、投資その他の資産が減少したことなどにより、前期末に比べ4億97百万

円減少し、130億45百万円となりました。 

一方、負債については短期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金、賞与引当金、未払法人税

等、長期借入金、社債（私募債）の減少などにより、前期末に比べて4億85百万円減少し、110億41百万

円となりました。 

当期末における純資産は、少数株主持分、利益剰余金が増加したものの、その他の包括利益累計額の

減少により、前期末に比べて91百万円減少し161億66百万円となりました。 

これらにより、自己資本比率は前期末56.7％から0.6ポイント増加し57.3％となりました。  

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年11月４日付当社「業績予想の修正に関するお知

らせ」にて発表いたしました通期の業績予想を修正しております。修正の詳細につきましては、本日発

表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

当第３四半期連結累計期間において、綜研高新材料（南京）有限公司を新たに設立いたしました。 

  

税金費用の計算 

当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もり、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 3,253,788 2,853,334

受取手形及び売掛金 7,412,975 7,258,595

商品及び製品 2,232,194 2,146,659

仕掛品 29,139 85,963

原材料及び貯蔵品 723,050 853,886

繰延税金資産 309,242 282,481

その他 289,368 689,266

貸倒引当金 △7,883 △7,725

流動資産合計 14,241,876 14,162,462

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,347,365 10,876,906

減価償却累計額 △4,196,505 △4,518,603

建物及び構築物（純額） 6,150,859 6,358,303

機械装置及び運搬具 11,943,585 12,047,613

減価償却累計額 △8,291,672 △8,816,496

機械装置及び運搬具（純額） 3,651,912 3,231,116

土地 1,178,423 1,161,175

建設仮勘定 226,510 196,954

その他 1,178,183 1,288,745

減価償却累計額 △917,870 △1,000,808

その他（純額） 260,312 287,937

有形固定資産合計 11,468,018 11,235,487

無形固定資産   

その他 157,175 157,559

無形固定資産合計 157,175 157,559

投資その他の資産   

投資有価証券 709,998 549,773

関係会社出資金 314,804 301,718

繰延税金資産 571,633 599,721

その他 322,858 202,730

貸倒引当金 △1,060 △1,180

投資その他の資産合計 1,918,233 1,652,764

固定資産合計 13,543,427 13,045,811

資産合計 27,785,303 27,208,273
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,614,904 4,970,937

短期借入金 1,190,438 2,115,102

1年内償還予定の社債 340,000 175,000

1年内返済予定の長期借入金 742,020 170,000

未払法人税等 239,557 159,227

賞与引当金 471,245 56,404

完成工事補償引当金 5,200 22,200

工事損失引当金 357 6,039

役員賞与引当金 41,400 37,500

その他 1,068,935 1,281,040

流動負債合計 9,714,059 8,993,451

固定負債   

長期借入金 246,000 361,500

退職給付引当金 1,310,329 1,311,471

その他 256,808 374,850

固定負債合計 1,813,137 2,047,821

負債合計 11,527,197 11,041,273

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,361,563 3,361,563

資本剰余金 3,402,816 3,402,816

利益剰余金 9,163,292 9,233,601

自己株式 △10,889 △10,918

株主資本合計 15,916,782 15,987,063

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 183,131 59,041

為替換算調整勘定 △334,377 △446,597

その他の包括利益累計額合計 △151,246 △387,556

少数株主持分 492,569 567,492

純資産合計 16,258,106 16,166,999

負債純資産合計 27,785,303 27,208,273
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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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

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 17,911,316 18,420,320

売上原価 12,037,928 13,129,203

売上総利益 5,873,387 5,291,117

販売費及び一般管理費 4,410,054 4,422,186

営業利益 1,463,333 868,931

営業外収益   

受取利息及び配当金 14,781 20,054

持分法による投資利益 26,216 －

補助金収入 36,826 45,223

雑収入 36,718 40,015

営業外収益合計 114,544 105,293

営業外費用   

支払利息 62,079 92,556

持分法による投資損失 － 220

売上割引 8,627 12,009

為替差損 59,549 80,346

外国源泉税 22,689 445

雑損失 16,459 22,699

営業外費用合計 169,405 208,278

経常利益 1,408,472 765,945

特別利益   

固定資産売却益 947 1,828

関係会社出資金売却益 9,899 －

補助金収入 22,805 －

完成工事補償引当金戻入額 29,985 －

その他 4,673 －

特別利益合計 68,311 1,828

特別損失   

固定資産売却損 － 62

固定資産除却損 38,962 44,443

投資有価証券評価損 683 10,326

固定資産圧縮損 22,805 －

ゴルフ会員権評価損 5,400 －

特別損失合計 67,851 54,832

税金等調整前四半期純利益 1,408,931 712,942

法人税等 337,330 269,571

少数株主損益調整前四半期純利益 1,071,601 443,370

少数株主利益 101,742 83,035

四半期純利益 969,859 360,334
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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：千円)

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 1,071,601 443,370

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,966 △124,090

為替換算調整勘定 △221,306 △112,039

持分法適用会社に対する持分相当額 △41,243 △6,417

その他の包括利益合計 △247,583 △242,547

四半期包括利益 824,017 200,823

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 758,758 124,024

少数株主に係る四半期包括利益 65,258 76,798
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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) 

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)１ セグメント利益の調整額54,287千円は、セグメント間取引消去であります。 

  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おります。 

  

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) 

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)１ セグメント利益の調整額60,135千円は、セグメント間取引消去であります。 

  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おります。 

  

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

【セグメント情報】

(単位：千円)

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ケミカルズ 装置システム 計

売上高

 外部顧客への売上高 16,504,193 1,407,123 17,911,316 － 17,911,316

 セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

7,762 47,121 54,883 △54,883 －

計 16,511,955 1,454,244 17,966,199 △54,883 17,911,316

セグメント利益又は損失(△) 1,455,665 △46,619 1,409,045 54,287 1,463,333

(単位：千円)

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ケミカルズ 装置システム 計

売上高

 外部顧客への売上高 16,546,518 1,873,802 18,420,320 － 18,420,320

 セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

9,125 28,903 38,028 △38,028 －

計 16,555,643 1,902,705 18,458,349 △38,028 18,420,320

セグメント利益又は損失(△) 814,582 △5,787 808,795 60,135 868,931

（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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