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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 20,273 3.8 885 △21.0 872 △11.9 458 △11.5
23年3月期第3四半期 19,532 16.3 1,121 324.1 990 308.2 517 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 72百万円 （△77.2％） 23年3月期第3四半期 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 17.69 ―
23年3月期第3四半期 19.77 ―

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 28,626 13,810 43.4
23年3月期 26,657 13,725 46.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  12,432百万円 23年3月期  12,446百万円

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 ― 1.50 ― 2.50 4.00
24年3月期 ― 2.00 ―
24年3月期（予想） 2.00 4.00

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 26,600 2.2 1,200 △16.2 1,200 18.2 700 98.4 26.78



(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手続は終了していません。 

※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
の業績予想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については、四半期
決算短信(添付資料) ３ページ「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 26,801,452 株 23年3月期 26,801,452 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 882,818 株 23年3月期 882,133 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 25,918,915 株 23年3月期3Q 26,204,153 株
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当第３四半期連結累計期間におけるグローバル経済は、欧州ソブリン危機を発端とする財政問題の深刻
化やアジア経済圏におけるインフレ圧力による成長ペースの鈍化、さらにはタイの大洪水による製造業へ
の打撃が重なり厳しい環境におかれました。 
わが国の経済につきましても、東日本大震災後のサプライチェーン寸断や電力不足等諸問題からの回復

途上においてのタイの洪水被害は国内製造業にも大きな打撃を与え、さらに円高基調の長期化による輸出
産業への悪影響は景気減速感を一層高めております。 
このような経済情勢の下、当社グループにおきましては、アジア経済圏の重要拠点である中国において

化成品や産業用素材部門の自動車・家電関連製品の製造販売の強化を図ると共に、化学品や化工品部門が
担当する製薬工場の運営にも注力してまいりました。 
その結果、当社グループの第３四半期の連結業績は、売上高は20,273百万円（前年同期比3.8％増）と

なりましたが、大型設備物件売上や原材料価格の高騰等の売上原価押上げ要因もあり、営業利益は885百
万円（前年同期比21.0％減）、経常利益は872百万円（前年同期比11.9％減）となりました。 
また、税制改正に伴う法人税等の増加37百万円により、四半期純利益は458百万円（前年同期比11.5％

減）となりました。 

  

セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 
  

・機械部門 
国内における食品及びプラスチック関連製造業界向け設備の販売が堅調に推移しました。 
当部門の売上高は、1,512百万円（前年同期比6.4％増）、営業損失は109百万円（前年同期の営業損失は

148百万円）となりました。 
  

・化成品部門 
中国における自動車業界向け生産及び国内建築業界向け複層ガラスの販売は堅調に推移しましたが、震災

後の国内主要自動車業界の復旧は予定より早められたものの、震災直後における大幅な販売の減少と原材料
価格の高騰により減益となりました。 
当部門の売上高は、4,351百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益は450百万円（前年同期比4.8％減）と

なりました。 
  

・化学品部門 
洗浄設備等の大型物件の受注がありましたが、震災後の工場稼動率の低下によりケミカル関連の主力製品

の販売が減少したことに加えて原材料価格の高騰や中国製薬工場の立ち上げ経費の増加により営業損失とな
りました。 
当部門の売上高は、3,562百万円（前年同期比6.6％増）、営業損失は９百万円（前年同期の営業利益は35

百万円）となりました。 
  

・産業用素材部門 
家電用防音材の製造販売については、アジア・欧州では堅調に推移したものの国内においては東日本大震

災及びタイ大洪水の影響を受け減少し、また自動車用防音材に関しても、下半期での復興需要による回復傾
向が見られたものの大震災及びタイ洪水の影響を受け減少しました。 
当部門の売上高は、6,586百万円（前年同期比3.3％減）、営業利益は440百万円（前年同期比36.2％減）

となりました。 
  

・化工品部門 
液晶関連ファインケミカルの販売は国内外とも堅調に推移し、また国内におけるカーケア関連及び産業用

ケミカルの製造販売も順調に推移しました。 
当部門の売上高は、2,341百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益は54百万円（前年同期比21.9％増）と

なりました。 
  

・その他部門 
国内における工業用燃料等の石油製品の販売が増加すると共に中国及びロシア経済圏とのケミカル品貿易

も順調に推移しました。 
当部門の売上高は、1,919百万円（前年同期比10.5％増）、営業利益は58百万円（前年同期比132.0％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における総資産は、前連結会計年度末と比べ1,969百万円増加し、28,626
百万円となりました。主な要因は、売掛債権の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加（1,153百万円）に
よるものです。 
負債は前連結会計年度末と比べ1,883百万円増加し、14,816百万円となりました。主な要因は、仕入債

務の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加（969百万円）及び短期借入金の増加（508百万円）によるもの
です。 
純資産は前連結会計年度末と比べ85百万円増加し、13,810百万円となりました。主な要因は、少数株主

持分の増加（100百万円）によるものです。 

  

通期の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く経営環境は、欧州金融不安やタイの洪水問題、
円高等々、企業業績に影響を及ぼす懸念材料が多く厳しさが続くものと思われますが、現段階では不透明
感が強いため、通期の連結業績予想につきましては、前回公表の計画（平成23年５月16日付決算短信）を
据え置いております。また今後におきましても、経済環境や市場動向を注視し、業績予想の適切な開示に
努めてまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

 ○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を採用しております。 

  

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 5,240,226 4,937,213

受取手形及び売掛金 7,212,971 8,366,480

商品及び製品 1,509,184 1,856,585

仕掛品 33,667 32,995

原材料及び貯蔵品 473,377 474,704

繰延税金資産 213,811 213,319

その他 372,890 986,857

貸倒引当金 △12,393 △12,944

流動資産合計 15,043,735 16,855,212

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,950,601 5,260,852

減価償却累計額 △2,531,983 △2,668,909

建物及び構築物（純額） 2,418,617 2,591,943

機械装置及び運搬具 3,078,869 3,053,899

減価償却累計額 △2,038,788 △2,117,796

機械装置及び運搬具（純額） 1,040,081 936,102

土地 4,172,171 4,152,212

リース資産 190,881 286,150

減価償却累計額 △87,714 △97,539

リース資産（純額） 103,167 188,611

建設仮勘定 148,622 158,285

その他 2,543,794 2,578,862

減価償却累計額 △2,174,647 △2,233,929

その他（純額） 369,147 344,932

有形固定資産合計 8,251,808 8,372,088

無形固定資産   

リース資産 52,618 31,899

その他 16,001 32,245

無形固定資産合計 68,619 64,145

投資その他の資産   

投資有価証券 2,748,589 2,698,603

長期貸付金 188,500 238,000

繰延税金資産 8,797 102,792

その他 537,925 487,560

貸倒引当金 △190,045 △191,419

投資その他の資産合計 3,293,766 3,335,536

固定資産合計 11,614,194 11,771,771

資産合計 26,657,929 28,626,983
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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 3,772,335 4,741,850

短期借入金 4,191,894 4,699,970

1年内返済予定の長期借入金 300,000 225,000

リース債務 67,308 102,787

未払法人税等 266,038 208,223

賞与引当金 335,225 176,116

繰延税金負債 339 －

その他 646,089 1,337,140

流動負債合計 9,579,231 11,491,087

固定負債   

長期借入金 1,900,000 1,900,000

リース債務 94,880 128,253

繰延税金負債 161,068 92,749

退職給付引当金 907,270 940,037

役員退職慰労引当金 184,757 188,625

負ののれん 44,100 32,072

資産除去債務 13,198 13,029

その他 48,284 30,427

固定負債合計 3,353,559 3,325,194

負債合計 12,932,791 14,816,282

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,205 2,201,205

資本剰余金 2,277,399 2,277,399

利益剰余金 7,867,654 8,207,343

自己株式 △201,261 △201,393

株主資本合計 12,144,997 12,484,554

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 836,452 662,155

繰延ヘッジ損益 4,197 △2,474

為替換算調整勘定 △538,954 △712,058

その他の包括利益累計額合計 301,696 △52,377

少数株主持分 1,278,444 1,378,525

純資産合計 13,725,138 13,810,701

負債純資産合計 26,657,929 28,626,983
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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 19,532,021 20,273,430

売上原価 13,970,874 14,896,337

売上総利益 5,561,146 5,377,092

販売費及び一般管理費 4,440,099 4,491,671

営業利益 1,121,047 885,420

営業外収益   

受取利息 11,017 18,206

受取配当金 28,761 31,244

負ののれん償却額 12,027 12,027

持分法による投資利益 14,474 60,773

デリバティブ評価益 － 44,284

その他 34,122 39,190

営業外収益合計 100,402 205,726

営業外費用   

支払利息 41,196 49,658

デリバティブ評価損 23,960 －

為替差損 122,588 134,264

その他 42,891 34,475

営業外費用合計 230,636 218,398

経常利益 990,813 872,748

特別利益   

固定資産売却益 1,576 4,854

貸倒引当金戻入額 1,055 －

特別利益合計 2,632 4,854

特別損失   

固定資産売却損 12,702 －

固定資産除却損 8,675 19,443

会員権評価損 － 1,472

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,621 －

特別損失合計 27,999 20,915

税金等調整前四半期純利益 965,446 856,687

法人税、住民税及び事業税 336,840 340,825

法人税等調整額 △4,689 △5,503

法人税等合計 332,150 335,322

少数株主損益調整前四半期純利益 633,296 521,365

少数株主利益 115,314 62,891

四半期純利益 517,981 458,474
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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 633,296 521,365

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △84,439 △116,191

繰延ヘッジ損益 16,681 △6,672

為替換算調整勘定 △221,480 △261,694

持分法適用会社に対する持分相当額 △26,722 △64,520

その他の包括利益合計 △315,961 △449,079

四半期包括利益 317,334 72,285

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 250,447 104,399

少数株主に係る四半期包括利益 66,886 △32,113
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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） 

 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 

（単位：千円）

 
 (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、石油関連商品・不動産賃貸・

介護機器を含んでおります。 

  ２ 報告セグメントの利益と四半期連結損益計算書の営業利益との差額は、「その他」の区分の利益でありま

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 

（単位：千円）

 
 (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、石油関連商品・不動産賃貸・

介護機器を含んでおります。 

  ２ 報告セグメントの利益と四半期連結損益計算書の営業利益との差額は、「その他」の区分の利益でありま

す。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント
その他
(注) １

調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２機械部門

化成品 
部門

化学品
部門

産業用
素材部門

化工品
部門

計

売上高

外部顧客への 
売上高

1,420,794 4,038,199 3,343,092 6,814,779 2,177,511 17,794,377 1,737,643 ― 19,532,021

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

664 123,327 30,992 24,901 687 180,573 51,097 △231,671 ―

計 1,421,459 4,161,527 3,374,085 6,839,681 2,178,198 17,974,951 1,788,740 △231,671 19,532,021

セグメント利益
(△セグメント損失)

△148,492 473,581 35,191 690,908 44,646 1,095,835 25,211 ― 1,121,047

報告セグメント
その他
(注) １

調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２機械部門

化成品 
部門

化学品
部門

産業用
素材部門

化工品
部門

計

売上高

外部顧客への 
売上高

1,512,063 4,351,808 3,562,068 6,586,687 2,341,066 18,353,694 1,919,736 ― 20,273,430

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

4,916 107,072 71,263 32,469 174 215,897 75,823 △291,720 ―

計 1,516,979 4,458,880 3,633,332 6,619,157 2,341,240 18,569,591 1,995,559 △291,720 20,273,430

セグメント利益
(△セグメント損失)

△109,806 450,712 △9,049 440,653 54,425 826,935 58,485 ― 885,420
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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） 

 該当事項はありません。 

  

（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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