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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 112,606 △0.0 8,844 10.6 9,548 14.4 6,514 16.8
23年3月期第3四半期 112,611 9.8 7,993 110.5 8,347 91.8 5,579 121.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 4,643百万円 （7.6％） 23年3月期第3四半期 4,317百万円 （―％）

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 34.96 ―

23年3月期第3四半期 29.27 ―

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 155,109 90,230 57.8
23年3月期 155,321 89,172 57.0

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  89,614百万円 23年3月期  88,584百万円

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
24年3月期 ― 4.00 ―

24年3月期（予想） 5.00 9.00

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 155,000 0.6 9,300 △12.0 10,000 △11.0 6,200 △10.0 32.89



(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  

(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
半期財務諸表のレビューは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、添付資料3
ページの「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 191,682,752 株 23年3月期 191,682,752 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 8,205,563 株 23年3月期 3,193,084 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 186,363,893 株 23年3月期3Q 190,633,699 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（平成23年４月１日から平成23年12月31日までの９ヶ月間）におけるわが国経済は、

東日本大震災の影響により依然として厳しさが残るなかで、円高の長期化、欧州財政危機や中国経済の減速に加

え、タイ大洪水の影響もあり、不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループを取り巻く事業環境においても、国内外の需要は本格的な回復に至らず、原燃料価格の上昇や円高

の影響が引き続き懸念される状況にありました。 

 このような事業環境下において、当社グループは、当事業年度を初年度とする３ヵ年の「２０１３中期経営計

画」をスタートさせ、収益力強化のための各種施策を実行する中で、特に高付加価値製品の拡販、高機能製品の市

場開拓に注力いたしました。また、高値にあった原燃料価格がさらに上昇する中、製品価格の適正化に引き続き取

り組む一方で、生産コストの低減を継続してまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、１１２,６０６百万円と前年同期並み（前年同期比５百万円

減）となりましたが、営業利益は、８,８４４百万円と前年同期比１０.６％の増益、経常利益は、９,５４８百万

円と前年同期比１４.４％の増益、四半期純利益は、６,５１４百万円と前年同期比１６.８％の増益となりまし

た。 

  

①機能化学品事業 

 脂肪酸誘導体は、中国経済の減速などにより海外向けの需要の伸びは鈍化したものの、需要は堅調に推移し、前

年同期に比べ売上高は増加しました。 

 界面活性剤は、トイレタリー原料用の需要が堅調であったこと、エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘

導体は、化粧品および医薬原料向けの拡販に注力したことにより、それぞれ売上高は増加しました。 

 有機過酸化物は、太陽電池の在庫調整およびタイ大洪水の影響により需要が低調であったため、売上高は減少し

ました。 

 特殊防錆処理剤・防錆加工は、震災の影響を受けたものの、韓国における自動車向けの需要が好調であったこと

に加えて、欧米の需要も堅調であり、売上高は増加しました。 

 機能性フィルムおよび電子材料は、震災の影響に加え、地上デジタルテレビ放送への移行に伴う買い替え需要の

反動もあって、家電向けの需要が低調であったため、売上高は減少しました。 

 これらの結果、機能化学品事業の売上高は、７１,１７７百万円と前年同期並み（前年同期比４０百万円減）と

なり、営業利益は、５,９２２百万円（前年同期比１１.７％増）となりました。 

  

②ライフサイエンス事業 

 食用加工油脂は、製パン用機能性油脂を中心に拡販し、前年同期に比べ売上高は増加しましたが、原燃料価格の

影響を大きく受け減益となりました。 

 機能食品関連製品は、需要が底堅く、売上高は前年同期並みとなりました。 

 生体適合素材であるＭＰＣ（２-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン）関連製品は、医薬関連向けの

需要は堅調であったものの、アイケア向けの需要が低調であったため、売上高は減少しました。 

 ＤＤＳ（ドラッグ・デリバリー・システム：薬物送達システム）医薬用製剤原料は、欧米大口需要家向けＰＥＧ

修飾剤の需要が堅調であったものの、その他製品の需要が低調であったため、売上高は減少しました。 

 これらの結果、ライフサイエンス事業の売上高は、１７,９５５百万円と前年同期並み（前年同期比２百万円

減）となり、営業利益は、１,８６５百万円（前年同期比２１.４％減）となりました。 

  

③化薬事業 

 産業用爆薬類は、公共事業投資の減少により土木向けの需要が低調であったため、売上高は減少しました。 

 ロケット関連製品および防衛関連製品は、売上高は前年同期並みとなりました。 

 その他製品で新規開発品の納入があり、売上高は増加しました。 

 これらの結果、化薬事業の売上高は、２２,２７４百万円（前年同期比１.１％増）となり、不採算品の見直しと

コスト削減の効果もあって、営業利益は１,７１８百万円（前年同期比１３０.６％増）となりました。 

  

④その他の事業 

 その他の事業は、運送事業および不動産事業から構成されております。その売上高は、１,２００百万円（前年

同期比１４.０％減）、営業利益は、８２百万円（前年同期比３０.９％減）となりました。 

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、前期末に比べ２１２百万円減少し、１５５,１０９百万円となりました。 

 資産の増減の主な内容は、現金及び預金の減少１,００４百万円、投資有価証券の四半期末時価評価等による減

少３,０６５百万円、棚卸資産の増加３,７８９百万円等であります。 

 負債は、前期末に比べ１,２６９百万円減少しました。負債の増減の主な内容は、有利子負債の増加３１９百万

円、投資有価証券の四半期末時価評価等による繰延税金負債(固定）の減少１,６５８百万円、法人税等の納付によ

る未払法人税等の減少２,１２０百万円、買入債務及び未払金の増加２,５６７百万円等であります。 

 純資産は、前期末に比べ１,０５７百万円増加しました。純資産の増減の主な内容は、当第３四半期累計純利益

６,５１４百万円、その他有価証券評価差額金の減少１,４８８百万円、配当による減少１,６８１百万円及び自己

株式の取得による減少１,８９５百万円等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、欧州並びに新興国経済の減速懸念に加え、引き続き不透明な為替相場や原燃料

価格の動向を踏まえ、当初予想のままとしております。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる可能性があります。 

  

（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 

(税金費用の計算) 

税金費用については、主として当第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おります。

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

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 6,714 5,709

受取手形及び売掛金 30,089 30,715

商品及び製品 16,119 18,359

仕掛品 3,657 4,515

原材料及び貯蔵品 7,690 8,382

その他 4,652 4,772

貸倒引当金 △192 △183

流動資産合計 68,731 72,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,610 22,225

土地 19,606 19,574

その他（純額） 13,876 13,518

有形固定資産合計 55,093 55,319

無形固定資産   

その他 1,131 850

無形固定資産合計 1,131 850

投資その他の資産   

投資有価証券 22,584 19,518

その他 7,986 7,216

貸倒引当金 △206 △69

投資その他の資産合計 30,364 26,666

固定資産合計 86,589 82,836

資産合計 155,321 155,109

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,807 21,781

短期借入金 5,953 7,722

1年内返済予定の長期借入金 4,743 10,737

未払法人税等 2,965 845

賞与引当金 2,742 1,409

その他 9,109 11,718

流動負債合計 46,322 54,214

固定負債   

長期借入金 8,102 697

退職給付引当金 3,917 3,848

その他 7,805 6,117

固定負債合計 19,825 10,664

負債合計 66,148 64,878



（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 17,742 17,742

資本剰余金 15,113 15,113

利益剰余金 54,129 58,962

自己株式 △1,310 △3,206

株主資本合計 85,673 88,611

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,588 3,099

為替換算調整勘定 △1,677 △2,096

その他の包括利益累計額合計 2,910 1,002

少数株主持分 588 616

純資産合計 89,172 90,230

負債純資産合計 155,321 155,109



（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 112,611 112,606

売上原価 83,332 82,973

売上総利益 29,279 29,632

販売費及び一般管理費 21,286 20,788

営業利益 7,993 8,844

営業外収益   

受取利息 33 49

受取配当金 559 619

その他 699 766

営業外収益合計 1,292 1,435

営業外費用   

支払利息 188 178

為替差損 293 302

その他 455 249

営業外費用合計 937 731

経常利益 8,347 9,548

特別利益   

固定資産売却益 0 2

負ののれん発生益 947 －

関係会社株式売却益 － 38

受取保険金 64 25

その他 0 0

特別利益合計 1,012 65

特別損失   

災害による損失 105 261

固定資産除却損 61 35

投資有価証券評価損 606 2

その他 129 94

特別損失合計 902 394

税金等調整前四半期純利益 8,458 9,220

法人税等 2,800 2,659

少数株主損益調整前四半期純利益 5,657 6,561

少数株主利益 78 46

四半期純利益 5,579 6,514



（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 5,657 6,561

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △862 △1,491

為替換算調整勘定 △477 △426

その他の包括利益合計 △1,340 △1,917

四半期包括利益 4,317 4,643

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,250 4,607

少数株主に係る四半期包括利益 66 36



 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及び利益又は損失の金額に関する情報 

（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、運送、不動産販

売及び管理業務等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△545百万円には、セグメント間取引消去０百万円、各報告セグメント 

に配分していない全社費用△546百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。 

３．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） 

     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）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、運送、不動産販

売及び管理業務等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△743百万円には、セグメント間取引消去△３百万円、各報告セグメント 

に配分していない全社費用△739百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。 

３．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

  報告セグメント
その他 

(注)１ 

（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
(注)２ 

（百万円） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

（百万円） 
  

機能化学
品事業 

（百万円） 

ライフサ
イエンス
事業 

（百万円）

化薬事業
（百万円）

計
（百万円）

売上高                 

(1)外部顧客への売上高  71,217  17,957  22,042  111,216  1,394  112,611  －  112,611

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 46  1,121  19  1,187  5,587  6,774  △6,774  －

計  71,264  19,078  22,061  112,404  6,982  119,386  △6,774  112,611

セグメント利益  5,300  2,374  744  8,419  118  8,538  △545  7,993

  報告セグメント
その他 

(注)１ 

（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
(注)２ 

（百万円） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

（百万円） 
  

機能化学
品事業 

（百万円） 

ライフサ
イエンス
事業 

（百万円）

化薬事業
（百万円）

計
（百万円）

売上高                 

(1)外部顧客への売上高  71,177  17,955  22,274  111,406  1,200  112,606  －  112,606

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 74  1,641  13  1,730  5,573  7,303  △7,303     － 

計  71,252  19,596  22,287  113,136  6,773  119,910  △7,303  112,606

セグメント利益  5,922  1,865  1,718  9,505  82  9,587  △743  8,844

（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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