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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 7,769 △8.6 391 △62.5 385 △62.5 173 △71.6
24年3月期第2四半期 8,497 3.7 1,044 16.9 1,029 2.3 612 11.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 22百万円 （△95.1％） 24年3月期第2四半期 448百万円 （13.0％）

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

25年3月期第2四半期 15.13 ―
24年3月期第2四半期 53.36 ―

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

25年3月期第2四半期 18,346 13,013 65.3 1,043.79
24年3月期 19,860 13,106 60.7 1,049.33
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  11,984百万円 24年3月期  12,047百万円

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

24年3月期 ― 6.00 ― 10.00 16.00
25年3月期 ― 6.00
25年3月期（予想） ― 10.00 16.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 16,000 △2.1 1,100 △28.3 1,050 △29.9 570 △25.6 49.65



(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、添付書類４ページ「２．サマリー情報（注記事項）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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付書類４ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 11,500,000 株 24年3月期 11,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 18,556 株 24年3月期 18,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 11,481,444 株 24年3月期2Q 11,481,507 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における経済環境は、わが国経済が東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかな

がらも景気回復への動きがみられた一方で、中国等の新興国における経済成長の鈍化、欧州債務危機の再燃や円高

の定着などの懸念材料を抱え、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

 当社グループを取り巻く事業環境も、当社の主力製品と関連の深いＩＴ関連機器・デジタル家電分野での液晶テ

レビやパソコン等の生産・在庫調整により、ほとんどの製品の需要が減少するとともに、一部主力製品の販売価格

が下落するなど、引き続き厳しい状況となりました。 

 さらには、平成24年４月22日に発生した三井化学株式会社岩国大竹工場の爆発・火災事故により、当社製品の主

要原料であるメタパラクレゾールの生産・出荷が停止したため、当社は、一部主要製品の生産・販売活動において

制約を受けるとともに、工場操業率の低下による固定費負担の増加を招くこととなり、売上高及び利益のいずれも

減少を余儀なくされました。 

 このような事業環境のもとで、当社グループは、収益の改善と向上を図るため、主力製品の拡販と新製品の開発

促進に傾注するとともに、和歌山工場の合理化を始めとした経営全般にわたるコスト競争力の強化に全力を挙げて

取り組んでまいりました。 

 しかしながら、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は、 百万円（前年同四半期比

％減）となり、営業利益は 百万円（同 ％減）、経常利益は 百万円（同 ％減）、四半期純利益は 百

万円（同 ％減）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

＜化学品＞ 

 当第２四半期における各主要製品の販売状況は、次のとおりであり、これらの製品のうちトリメチルフェノール

及びその他のクレゾール誘導品は、メタパラクレゾールを原料としており、当第２四半期においては当社へのメタ

パラクレゾールの供給が停止したため、生産・出荷調整を余儀なくされました。  

・トリメチルフェノール  

 クレゾール誘導品の主力製品であるトリメチルフェノールは、主に家畜用飼料の添加剤に使用されるビタミンＥ

の原料として、主として中国及び欧州向けに輸出しております。 

 引き続きユーザーサイドでの在庫・出荷調整が行われている中で、当第２四半期においては、原料であるメタパ

ラクレゾールの当社への供給が停止したことにより、トリメチルフェノールの供給余力がなくなり販売活動面にお

いて制約を受けたため、売上高は前年同四半期に比べ大幅に減少しました。  

・その他クレゾール誘導品 

 メタパラクレゾールを原料とするその他のクレゾール誘導品につきましては、酸化防止剤の精製ＢＨＴを始め、

各種樹脂添加剤の原料であるメタクレゾール、３Ｍ６Ｂ及び４Ｍ２Ｂについて、堅調な需要に応えるべく出来うる

限りの生産・出荷調整に努めながら販売を行いました。 

 その結果、当第２四半期におけるその他のクレゾール誘導品全体の売上高は、前年同四半期に比べ増加しまし

た。 

・ビフェノール 

 ビフェノールは、パソコン・携帯電話等のＩＴ関連機器やデジタル家電の電子部品に用いられる耐熱性・精密成

形性に優れた液晶ポリマー（ＬＣＰ）の原料として使用されております。 

 当第２四半期においても引き続きユーザーサイドでの生産・在庫調整により需要が大きく減退したため、売上高

は前年同四半期に比べ大幅に減少しました。 

・ビスフェノールＦ 

 ビスフェノールＦを使用したエポキシ樹脂は、加工性と金属接着性に特に優れており、ノンハロゲンタイプの難

燃性積層板や粉体塗料等の土木・建設材料用途に使用されております。 

 当第２四半期においても引き続きユーザーサイドでの生産・在庫調整による需要減退がみられたことに加え、比

較対象である前年同四半期において東日本大震災に伴う当社からの支援出荷が行われたこともあり、売上高は前年

同四半期に比べ減少しました。 

  

 この結果、化学品セグメントの当第２四半期における売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、総売

上高に占める割合は ％となり、セグメント損失は 百万円（前年同四半期はセグメント利益155百万円）とな

りました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,769 8.6

391 62.5 385 62.5 173

71.6

3,439 13.5

44.3 116



＜機能材料＞ 

・フォトレジスト材料 

 フォトレジスト材料は、半導体及び液晶ディスプレー（ＬＣＤ）の製造過程で使用されております。 

 当第２四半期においては、薄型テレビやパソコン等の需要減退に加え、三井化学株式会社の事故によりフォトレ

ジストの製造に必要なノボラック樹脂（メタパラクレゾールを原料）の調達が困難となったため、当社のユーザー

であるフォトレジストメーカーでは、フォトレジストの生産・在庫調整を余儀なくされ、また先行きの状況も不透

明なことから、フォトレジスト材料を買い控えることとなりました。 

 その結果、当第２四半期におけるフォトレジスト材料の売上高は、半導体用及びＬＣＤ用のいずれも減少したた

め、前年同四半期を下回りました。 

・感光性ポリイミド材料 

 感光性ポリイミド材料は、半導体素子の表面保護膜に使用される感光性ポリイミド向けの材料であり、これまで

堅調な需要を背景に順調な販売を続けておりましたが、当第２四半期においては、世代交代の影響も受けたことに

より大幅な減販となったため、売上高は前年同四半期を大きく下回りました。 

・特殊ビスフェノール 

 特殊ビスフェノールを原料とした樹脂は、耐熱性、光学特性に優れているため、特殊ポリカーボネート樹脂（自

動車用部品、光学・電子部品用途向け）や特殊エポキシ樹脂（エポキシ封止材・積層板用途向け）の原料として使

用されております。 

 引き続き光学・電子部品用途向けの需要が概ね堅調に推移しておりますが、一部ユーザーへの出荷時期が当第２

四半期以降にスライドしたため、当第２四半期の売上高は前年同四半期に比べ減少しました。 

  

 この結果、機能材料セグメントの当第２四半期における売上高は、 百万円（同 ％減）、総売上高に占

める割合は ％となり、セグメント利益は 百万円（同 ％減）となりました。 

＜工業材料＞ 

・特殊ビスフェノール 

 自動車用部品向けの特殊ポリカーボネート樹脂の原料に使用される特殊ビスフェノールは、主に海外生産拠点の

Hi-Bis GmbH（ハイビス社）において製造販売されており、当第２四半期においても、引き続き需要が増加したた

め、売上高は前年同四半期を大きく上回りました。 

・受託品  

 当第２四半期の売上高は、受託数量が増加したため、前年同四半期を上回りました。 

  

 この結果、工業材料セグメントの当第２四半期における売上高は、 百万円（同 ％増）、総売上高に占め

る割合は ％となり、セグメント利益は 百万円（同 ％減）となりました。  

＜その他部門＞ 

 販売用役（蒸気）等のその他部門の売上高は 百万円（同 ％減）、総売上高に占める割合は ％となり、

セグメント利益は 百万円（同 ％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となり

ました。  

 流動資産は、現金及び預金の減少（ 百万円）、売掛金の減少（ 百万円）、商品及び製品の減少（

百万円）等により、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。 

 固定資産は、機械装置及び運搬具の減少（ 百万円）、その他の有形固定資産の増加（ 百万円）等によ

り、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。 

 負債合計は、短期借入金の減少（ 百万円）、未払法人税等の増加（ 百万円）等により、前連結会計年

度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の増加（ 百万円）、為替換算調整勘定の減少（ 百万円）等により、前連結会計年

度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は ％となり、前連結会計年度末に比べて ポイント上昇しました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年９月25日に公表しました業績見通しの数字については、現時点では変更はありません。   

   

1,733 17.5
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32.5 308 22.8

66 15.4 0.9

13 30.0

1,514 18,346

△1,488 △304

△291 2,114 10,179

△158 813

600 8,166

△1,400 67

1,421 5,332

58 △113

92 13,013

65.3 4.6



（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 

① 固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

② 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更  

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による影響額は軽微であります。 

   

 該当事項はありません。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,066 2,577

売掛金 3,774 3,469

商品及び製品 3,239 2,947

仕掛品 391 263

原材料及び貯蔵品 494 550

その他 327 370

流動資産合計 12,294 10,179

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 4,525 4,366

その他（純額） 2,322 3,135

有形固定資産合計 6,847 7,502

無形固定資産 49 26

投資その他の資産 669 637

固定資産合計 7,566 8,166

資産合計 19,860 18,346

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,582 1,510

短期借入金 2,400 1,000

未払法人税等 66 134

役員賞与引当金 20 10

その他 1,479 1,405

流動負債合計 5,548 4,061

固定負債   

退職給付引当金 1,064 1,105

役員退職慰労引当金 54 67

その他 87 99

固定負債合計 1,205 1,271

負債合計 6,754 5,332



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500 1,500

資本剰余金 1,013 1,013

利益剰余金 9,705 9,764

自己株式 △11 △11

株主資本合計 12,208 12,266

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9 △0

為替換算調整勘定 △169 △282

その他の包括利益累計額合計 △160 △282

少数株主持分 1,058 1,029

純資産合計 13,106 13,013

負債純資産合計 19,860 18,346

投資その他の資産合計 669 637



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,497 7,769

売上原価 6,639 6,538

売上総利益 1,858 1,230

販売費及び一般管理費 813 839

営業利益 1,044 391

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 2 22

その他 12 14

営業外収益合計 16 37

営業外費用   

支払利息 15 11

撤去費用 12 13

固定資産除却損 0 12

その他 3 6

営業外費用合計 30 43

経常利益 1,029 385

税金等調整前四半期純利益 1,029 385

法人税等 336 148

少数株主損益調整前四半期純利益 692 236

少数株主利益 80 63

四半期純利益 612 173



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 692 236

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 △9

為替換算調整勘定 △245 △205

その他の包括利益合計 △244 △214

四半期包括利益 448 22

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 477 51

少数株主に係る四半期包括利益 △29 △29



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30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．「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、販売用役等を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円が

含まれております。 

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２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30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．「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、販売用役等を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していな

い全社費用 百万円が含まれております。 

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

化学品 機能材料 工業材料 計 

売上高              

外部顧客への売

上高 
 3,974  2,102  2,342  8,418  78  8,497 －  8,497

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ － － － － － －  －

計  3,974  2,102  2,342  8,418  78  8,497 －  8,497

セグメント利益  155  712  399  1,268  19  1,288  △243  1,044

△243 △243

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

化学品 機能材料 工業材料 計 

売上高              

外部顧客への売

上高 
 3,439  1,733  2,529  7,702  66  7,769 －  7,769

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ － － － － － － － 

計  3,439  1,733  2,529  7,702  66  7,769 －  7,769

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

 △116  403  308  596  13  610  △218  391

△218

△218
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