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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 26,097 12.5 1,053 △35.1 1,099 △32.0 565 △48.0
23年3月期第3四半期 23,193 3.5 1,623 39.8 1,616 29.5 1,086 45.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 296百万円 （△69.3％） 23年3月期第3四半期 964百万円 （―％）

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 27.45 ―
23年3月期第3四半期 52.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 32,452 15,049 45.8 722.35
23年3月期 32,813 14,953 44.9 716.26
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  14,874百万円 23年3月期  14,748百万円

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 ― ― ― 9.00 9.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 9.00 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  ：  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 35,000 13.3 1,600 △20.5 1,600 △19.9 950 △26.0 46.14



(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4ページの2.サマリー情報（その他）に関する事項をご覧ください。 

(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きの対象外であり、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手続き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の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要因により大きく異なる可能性があります。なお業績予想に関する事項は添付資料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 20,600,000 株 23年3月期 20,600,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 8,727 株 23年3月期 8,601 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 20,591,317 株 23年3月期3Q 20,591,427 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～平成23年12月31日)におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から企業

の生産活動の回復や、個人消費の一部に伸びはみられるものの、株価の低迷や円高の長期化による厳しい輸出環境、欧州

の政府債務危機を契機とした世界経済の先行き不安などにより、本格的な景気回復には結びつかず、経済環境は依然とし

て厳しい状況の中で推移いたしました。 

このような環境下にあって当社グループは、当連結会計年度よりスタートした中期3カ年経営計画「飛躍500」での

「事業領域の拡大、市場の拡大、シェアの拡大という３つの拡大戦略により売上高500億円の化学会社への成長」を基

本方針に企業価値の向上に努めており、当第3四半期連結累計期間においてボトリング事業で3ライン同時稼働の生産

体制をスタートさせました。 

また、前連結会計年度に立ち上げた佳里多(上海)貿易有限公司に続く海外拠点として、東南アジアへの事業展開を

図るため、シンガポールに現地法人Carlit Singapore Pte.Ltdを平成23年10月1日付で設立いたしました。 

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の連結売上高は、化薬事業では震災の影響により自動車用緊急保安炎筒が減

販、化学品事業では液晶向け用途の機能性化学品が需要減により大幅な減販となりました。また、シリコンウェーハ事業

では在庫・生産調整が顕著となり、円高による市況悪化とタイの洪水による需要減が重なり減販となりましたが、化学品

事業の塩素酸ナトリウムがシェア拡大により増販、ボトリング事業では、前連結会計年度に導入した温水無菌充填システ

ム並びに当連結会計年度より実施した3ライン同時稼働の効果により大幅な増販、また、上海現地法人の寄与もあり、260

億9千7百万円(前年同期比 29億3百万円増 同12.5%増)となりました。 

損益面ではグループ全体でコスト削減に努めたものの、収益力の高い製品が伸び悩んだこと、シリコンウェーハ事業

では円高による市況の悪化もあったこと、また、ボトリング事業で定期修理を実施したことなどもあり、連結営業利益は

10億5千3百万円(前年同期比 5億6千9百万円減 同35.1%減)、連結経常利益は10億9千9百万円(前年同期比5億1千6百万円

減 同32.0%減)となりました。また、連結四半期純利益は特別損失として投資有価証券評価損１億６千1百万円を計上し

たことにより、5億6千5百万円(前年同期比 5億2千1百万円減 同48.0%減)となりました。 

「化薬事業部門」 

産業用爆薬は、公共投資は低迷しているものの、土木向けシェアの拡大により増販となりました。 

自動車用緊急保安炎筒は、新車装着用は秋口以降回復傾向にはあるものの、震災の影響で、新車生産台数が減少し

たことにより減販となりました。 

また、車検交換用は緊急脱出時のガラス破壊機能付「ハイフレヤープラスピック」への切替とともに交換促進キャ

ンペーンを実施したことにより増販となりました。 

信号炎管は、高速道路向けが増販となりました。 

  危険性評価試験は、大型試験の受託が好調に推移したことにより増販となりました。 

  これらの結果、当事業部門全体の売上高は29億3千9百万円（前年同期比 4千5百万円増 同1.6％増）、営業利益は危

険性評価試験設備の増設に伴う償却負担に加え、収益性のある製品の伸び悩みにより、10億3千9百万円(前年同期比 1億

1千3百万円減 同9.9％減）となりました。 

「化学品事業部門」 

塩素酸ナトリウムは、紙パルプメーカーの一部に震災の影響がありましたが、全体としてはシェアの拡大もあり増販

となりました。 

亜塩素酸ナトリウムは、繊維漂白用途の需要減と新規用途向け販売の遅れにより減販となりました。 

過塩素酸アンモニウムは、H-Ⅱロケット用が販売時期の変更などにより減販となりました。 

機能性化学品は、自動車向け用途など国内外を含めた需要が堅調に推移し増販となりましたが、液晶向け用途の需要

減により大幅な減販となりました。 

農薬および防蟻を中心とした緑化関連製品は、震災の影響により減販となりました。 

過塩素酸は、試薬および工業用を含め需要回復せず減販となりました。 

環境機材関連製品は、電極および海水電解用途の需要が堅調に推移し増販となりました。 

電子材料分野では、機能性高分子コンデンサー向けピロール関連製品が減販、TCNQ錯体が大幅な減販となりました

が、電気二重層キャパシタ向け電解液および過塩素酸リチウムは増販となりました。 

また、アルミ電解コンデンサー向け材料は需要増により増販となりました。 

機能材料分野では、光機能材料の近赤外線吸収色素およびイオン液体は大幅な増販となりましたが、イオン導電性付

与材は減販となり、トナー用電荷調整剤は大幅な減販となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は55億9千5百万円（前年同期比 2億6百万円減 同3.6％減）、営業利益は8

億円(前年同期比 2億4千5百万円減 同23.5％減）となりました。  

「ボトリング事業部門」 

飲料市場は、震災の影響は予想を上回る早さで回復したものの、秋口以降消費の落ち込みによる在庫調整があり、厳

しい状況で推移いたしました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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このような中、前連結会計年度に導入しました温水無菌充填システムの効果および当連結会年度より実施した3ライン

同時稼働の実施により大幅な増販となりました。 

これらの結果、売上高は138億5千3百万円（前年同期比32億8千3百万円増 同31.1％増）と大幅な増販となりました

が、営業利益は3ライン同時稼働工事と同時期に定期修理を行なったため、1億9千6百万円（前年同期比1億7千2百万円減

同46.7%減）となりました。 

「シリコンウェーハ事業部門」 

 半導体用シリコンウェーハは震災直後は一時的に受注も増えましたが、ユーザーの在庫・生産調整が顕著となり、欧米

の債務危機など世界経済の危機感と円高、タイの大洪水、中国におけるデジタル家電の需要減もあり減販となりました。

 単結晶シリコンインゴットおよびその他シリコン材料は、依然市場価格の低迷で成約に結びつかず、大幅な減販となり

ました。 

  これらの結果、当事業部門全体の売上高は16億1千8百万円（前年同期比8億2千7百万円減 同33.8％減）、営業損失は1

億1千万円（前年同期比1億6千9百万円減）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

総資産は324億5千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億6千1百万円減少しました。これは、受取手形及び売

掛金が22億5千9百万円増加しましたが、現金及び預金が16億4千3百万円減少し、投資有価証券が6億5千9百万円減少

したことなどによります。  

負債は174億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億5千7百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金

が20億9千5百万円増加しましたが、有利子負債が20億2千万円減少し、未払法人税等が2億5千9百万円減少したことな

どによります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ9千5百万円増加して150億4千9百万円となりました。これは、その他有価証券評

価差額金が2億5千1百万円減少しましたが、利益剰余金が3億7千9百万円増加したことなどによります。以上の結果、

自己資本比率は前連結会計年度末の44.9%から45.8％となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経済見通しは、東日本大震災の復興需要が見込まれるものの、欧州債務危機による海外経済の減速や長引

く円高の影響で先行き不透明感が高まっています。 

通期の連結業績予想につきましては、化学品事業およびシリコンウェーハ事業を中心に、需要が想定を下回る状

況で推移しており、平成23年5月13日に公表しました前回予想を修正いたします。 

   引き続き、拡販並びに、徹底したコスト削減に努めてまいります。 

  

 平成24年３月期通期業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日）  

 ※本資料に記載されている業績の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要因により大きく異なる可能性があります。 

  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 

前回発表予想（Ａ） 36,800 2,200 2,200 1,300 63.13 

今回修正予想（Ｂ） 35,000 1,600 1,600 950 46.14 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,800 △600 △600 △350 － 

増減率（％） △4.9 △27.3 △27.3 △26.9 － 

（ご参考）前期実績 

（平成23年３月期） 
30,903 2,011 1,997 1,283 62.32 
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（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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

（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。 

   

（４）追加情報 

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法

人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。 

 この税率変更により、当第３四半期連結累計期間における未払法人税等は117百万円減少し、法人税等は114百万

円減少しております。  

  

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：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 3,411 1,768

受取手形及び売掛金 5,614 7,874

商品及び製品 1,637 1,416

仕掛品 301 292

原材料及び貯蔵品 1,217 1,223

その他 978 925

貸倒引当金 △20 △13

流動資産合計 13,141 13,485

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,408 5,726

機械装置及び運搬具（純額） 4,490 4,581

土地 4,608 4,608

その他（純額） 506 158

有形固定資産合計 15,013 15,075

無形固定資産   

その他 35 29

無形固定資産合計 35 29

投資その他の資産   

投資有価証券 3,749 3,090

その他 873 771

投資その他の資産合計 4,623 3,861

固定資産合計 19,672 18,966

資産合計 32,813 32,452
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,386 5,481

短期借入金 4,905 3,355

1年内返済予定の長期借入金 484 696

未払法人税等 341 82

賞与引当金 330 159

役員賞与引当金 37 28

災害損失引当金 251 251

その他 1,288 1,161

流動負債合計 11,024 11,215

固定負債   

長期借入金 1,211 2,556

退職給付引当金 711 719

役員退職慰労引当金 256 279

資産除去債務 32 33

その他 4,622 2,599

固定負債合計 6,835 6,187

負債合計 17,860 17,403

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,204 1,204

資本剰余金 346 346

利益剰余金 12,304 12,684

自己株式 △6 △6

株主資本合計 13,848 14,228

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 903 651

為替換算調整勘定 △3 △6

その他の包括利益累計額合計 899 645

少数株主持分 205 175

純資産合計 14,953 15,049

負債純資産合計 32,813 32,452
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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：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 23,193 26,097

売上原価 19,138 22,502

売上総利益 4,054 3,595

販売費及び一般管理費 2,431 2,541

営業利益 1,623 1,053

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 83 92

持分法による投資利益 － 16

物品売却益 20 20

雑収入 31 31

営業外収益合計 136 161

営業外費用   

支払利息 81 77

持分法による投資損失 40 －

雑損失 21 38

営業外費用合計 143 115

経常利益 1,616 1,099

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14 －

固定資産売却益 － 71

特別利益合計 14 71

特別損失   

固定資産除却損 55 19

固定資産売却損 9 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32 －

事業譲渡損 32 －

投資有価証券評価損 5 161

その他 0 －

特別損失合計 134 180

税金等調整前四半期純利益 1,497 991

法人税等 377 440

少数株主損益調整前四半期純利益 1,120 550

少数株主利益又は少数株主損失（△） 33 △14

四半期純利益 1,086 565
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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：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 1,120 550

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △153 △251

為替換算調整勘定 △1 △3

その他の包括利益合計 △155 △254

四半期包括利益 964 296

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 931 310

少数株主に係る四半期包括利益 33 △14
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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） 

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、主要な製品・サービスは研削材、 

除草請負、煙火用薬品、不動産賃貸等であります。 

  

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）その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究費及び管理部門に係る費用であります。 

  

（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 
化薬 化学品 

ボト 
リング 

シリコン
ウエーハ

計 

売上高               

外部顧客への売上高  2,892  5,666  10,569  2,446  21,574  1,619  23,193

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  135  －  －  136  765  901

計  2,893  5,802  10,569  2,446  21,711  2,384  24,095

セグメント利益（営業利益）  1,152  1,045  369  59  2,626  282  2,908

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計 2,626 

「その他」の区分の利益 282 

セグメント間取引消去 △2 

その他の調整額（注） △1,282 

四半期連結損益計算書の営業利益 1,623 
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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)「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、主要な製品・サービスは研削材、 

除草請負、煙火用薬品、不動産賃貸等であります。 

  

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基礎的研究費及び管理部門に係る費用であります。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

  （単位：百万円）   

  

報告セグメント 
その他 
(注)  

合計 
化薬 化学品 

ボト 
リング 

シリコン
ウエーハ

計 

売上高               

外部顧客への売上高  2,939  5,405  13,853  1,618  23,817  2,280  26,097

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  189  －  －  190  839  1,029

計  2,939  5,595  13,853  1,618  24,007  3,120  27,127

セグメント利益（営業利益） 

又は損失（△）  
 1,039  800  196  △110  1,925  468  2,393

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  1,925

「その他」の区分の利益  468

セグメント間取引消去  △3

全社費用（注）  △1,336

四半期連結損益計算書の営業利益  1,053

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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