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

25年3月期第3四半期 68,652 4.3 8,885 61.5 9,151 85.6 6,077 170.7
24年3月期第3四半期 65,835 △4.9 5,501 △30.7 4,930 △31.7 2,245 △50.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 6,005百万円 （235.9％） 24年3月期第3四半期 1,787百万円 （△44.6％）

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3四半期 62.39 ―
24年3月期第3四半期 23.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 106,883 60,747 56.8
24年3月期 99,761 55,996 56.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  60,744百万円 24年3月期  55,993百万円

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 ― 6.00 12.00
25年3月期 ― 6.00 ―
25年3月期（予想） 6.00 12.00

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  ：  有  
平成25年1月31日付で公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成25年3月期(平成24年4月1日～平成25年3月31日)の連結業績予想を修
正しております。詳細については同資料をご覧ください。 

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 92,000 5.5 11,400 60.2 11,600 71.5 7,600 140.9 78.02

SOUMU
スタンプ



(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  
詳細については、【添付資料】P.3「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 

詳細については、【添付資料】P.3「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レビュー手続の監査手続の対象外であります。 
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連結財務諸表の四半期レビュー手続は終了しております。 

※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予想等の将来に関する記載は、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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。 
なお、業績予想の前提となる条件およびご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】P3.「1．当四半期の連結業績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。 

※  注記事項

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3Q 98,369,186 株 24年3月期 98,369,186 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 960,960 株 24年3月期 959,367 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 97,409,039 株 24年3月期3Q 97,411,291 株
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当第3四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年12月31日）における経済環境は、復興関連

需要や底堅い個人消費の下支えはあるものの、政策効果の剥落や長引く円高、海外経済全般の軟化もあ

り、特に期央以降は、日中問題に起因する耐久消費財を中心とする輸出停滞の長期化が鮮明になるなど

閉塞感の中で推移しました。しかし、足元においては、原燃料価格の高騰は懸念されますが、デフレ脱

却期待からの円安進行や米国景気回復の兆しから、先行きに期待感が高まっています。 

このような状況のもと当社グループは、昨年度よりスタートした中期経営計画「Double１５（ダブル

フィフティーン）」（2011年度～2015年度）に掲げた目標を達成するために、コア事業の積極的拡大、

第三の柱構築の加速などに取り組んでまいりました。 

その結果、当第3四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は前年同期に比べ28億1千7

百万円増加し、686億5千2百万円（前年同期比4.3%増）となりました。営業利益は前年同期に比べ33億8

千4百万円増加し、88億8千5百万円（同61.5%増）となりました。経常利益は前年同期に比べ42億2千万

円増加し、91億5千1百万円（同85.6%増）となり、四半期純利益は38億3千2百万円増加し、60億7千7百

万円（同170.7%増）となりました。 

  

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」は、汎用品分野の輸出数量の減少およびユーロ建て輸出の為替影響も

あり、売上高は前年同期に比べ減少しました。また、二次加工分野の機能フィルムは、光学用途の「Ｏ

ＰＬフィルム」が昨年７月より稼動した広幅対応設備の需要寄与もあり、売上高は前年同期に比べ増加

しました。 

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」は、食品包装用途を中心に欧米の需要は堅調に推移し、また中国をはじ

めとするアジア地域においても伸長しましたが、海外子会社の円高による為替換算差もあり、売上高は

前年同期に比べ微増に留まりました。 

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂を中核とするスペシャリティポリマーは、電子材料分野

を中心に「コーポニール」、「紫光」が堅調に推移したこともあり、売上高は前年同期に比べ増加しま

した。 

以上の結果、合成樹脂の売上高は499億7千8百万円（前年同期比7.7%増）となりました。セグメント

利益（営業利益）は、「ＯＰＬフィルム」５系設備に係る減価償却費負担増および円高による為替差等

のマイナス要因はありましたが、スペシャリティ製品の販売数量増および操業度アップ等により、前年

同期に比べ32億5千6百万円増加し88億4百万円（同58.7%増）となりました。 

  

酢酸、酢酸ビニルモノマー等の工業薬品および酢酸誘導体等のファインケミカル製品を中核とする有

機合成の売上高は、販売数量の減少により156億1千4百万円（前年同期比6.3%減）となりました。セグ

メント利益（営業利益）は売買価格スプレッドの確保に努めたこともあり、前年同期に比べ7千8百万円

増加し、1億5千7百万円（同98.8%増）となりました。 

  

報告セグメントの売上高は655億9千2百万円（前年同期比4.0%増）となり、セグメント利益（営業利

益）は89億6千2百万円（同59.3%増）となりました。 

  

＜その他＞ 

設備工事、保守、環境分析および物流サービス事業等を主体とするその他の売上高は30億5千9百万円

（前年同期比10.3%増）となり、セグメント利益（営業利益）は2億円（同8.0%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

報告セグメント

＜合成樹脂＞

＜有機合成＞
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当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,068億8千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ71億2千2

百万円増加しました。流動資産は549億6千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ55億4百万円増加し

ました。主な要因は、現金及び預金の増加（2,886百万円）、受取手形及び売掛金の増加（1,887百万

円）、商品及び製品の増加（748百万円）等であります。固定資産は519億1千4百万円となり、前連結会

計年度末に比べ16億1千7百万円増加しました。主な要因は、有形固定資産の増加（2,141百万円）、投

資その他の資産の減少（386百万円）等であります。  

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は461億3千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億7千1

百万円増加しました。流動負債は325億1千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億2千6百万円増

加しました。主な要因は、短期借入金の増加（3,586百万円）、未払法人税等の増加（1,051百万円）等

であります。固定負債は136億2千万円となり、前連結会計年度末に比べ18億5千5百万円減少しました。

主な要因は、長期借入金の減少（2,321百万円）、退職給付引当金の増加（184百万円）等であります。

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は607億4千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億5

千万円増加しました。主な要因は、四半期純利益（6,077百万円）の計上による増加、配当金の支払

（1,168百万円）による減少等によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の56.1%から56.8%になりました。 

  

平成25年1月31日付で公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成25年3月期

（平成24年4月1日～平成25年3月31日）の連結業績予想を修正しております。今回の業績予想の修正で

は、第4四半期の為替前提を1米ドル88円、1ユーロ115円に、国産ナフサの前提価格を61,000円/KLに変

更しています。 

本資料に記載されている業績予想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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま

せん。 

当社グループは、スペシャリティ事業の強化拡大による高収益化を図り、基盤事業のさらなる強化、

グローバルな事業展開に努めておりますが、国内外需要や為替の急激な変動などの先行き不透明なリス

クにより、業績予想から実際の業績を大きく乖離させる可能性があります。業績に変動を与える事情が

生じた場合は、速やかに業績予想の見直しを行い、証券取引所が定める適時開示基準に基づき公表を行

います。 

  

 該当事項はありません。 

  

一部の連結子会社において、操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきまして

は、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を繰延べております。 

  

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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ1億5千3百万円増加しております。 

（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(注記事項)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

   原価差異の繰延処理

（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
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,879 7,765

受取手形及び売掛金 24,213 26,101

商品及び製品 14,008 14,756

仕掛品 380 517

原材料及び貯蔵品 3,140 3,316

その他 2,878 2,551

貸倒引当金 △36 △39

流動資産合計 49,464 54,969

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,554 11,195

機械装置及び運搬具（純額） 20,671 23,451

土地 4,478 4,497

建設仮勘定 7,273 4,854

その他（純額） 1,457 1,579

有形固定資産合計 43,436 45,578

無形固定資産   

のれん 226 139

その他 439 388

無形固定資産合計 665 527

投資その他の資産   

その他 6,457 5,986

貸倒引当金 △261 △177

投資その他の資産合計 6,195 5,809

固定資産合計 50,296 51,914

資産合計 99,761 106,883
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,648 14,032

短期借入金 4,365 7,951

未払法人税等 618 1,670

賞与引当金 1,125 782

役員賞与引当金 53 －

修繕引当金 372 677

その他 7,106 7,402

流動負債合計 28,289 32,516

固定負債   

長期借入金 7,584 5,262

退職給付引当金 5,687 5,872

役員退職慰労引当金 83 95

その他 2,119 2,389

固定負債合計 15,475 13,620

負債合計 43,764 46,136

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,989 17,989

資本剰余金 13,879 13,879

利益剰余金 27,581 32,489

自己株式 △195 △196

株主資本合計 59,254 64,162

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 187 210

繰延ヘッジ損益 10 △44

為替換算調整勘定 △3,458 △3,584

その他の包括利益累計額合計 △3,260 △3,418

少数株主持分 2 2

純資産合計 55,996 60,747

負債純資産合計 99,761 106,883
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 65,835 68,652

売上原価 49,873 48,869

売上総利益 15,961 19,783

販売費及び一般管理費 10,460 10,897

営業利益 5,501 8,885

営業外収益   

受取利息 15 12

受取配当金 86 81

為替差益 － 222

持分法による投資利益 11 －

受取賃貸料 93 83

その他 68 108

営業外収益合計 275 509

営業外費用   

支払利息 186 166

為替差損 595 －

持分法による投資損失 － 13

その他 63 63

営業外費用合計 845 243

経常利益 4,930 9,151

特別利益   

関係会社株式売却益 － 349

その他 31 0

特別利益合計 31 350

特別損失   

固定資産処分損 557 136

投資有価証券評価損 660 11

ゴルフ会員権評価損 13 12

その他 4 3

特別損失合計 1,235 164

税金等調整前四半期純利益 3,726 9,337

法人税、住民税及び事業税 1,053 2,987

法人税等調整額 340 186

法人税等合計 1,394 3,174

少数株主損益調整前四半期純利益 2,332 6,162

少数株主利益 87 85

四半期純利益 2,245 6,077

日本合成化学工業株式会社（4201）　平成25年3月期　第3四半期決算短信

6



 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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,332 6,162

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △86 22

繰延ヘッジ損益 10 △55

為替換算調整勘定 △468 △125

その他の包括利益合計 △544 △157

四半期包括利益 1,787 6,005

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,700 5,920

少数株主に係る四半期包括利益 87 85
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 該当事項はありません。 

  

前第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)   (単位：百万円) 

 
(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、設備工事、保守、環境分析および

物流サービス事業等を含んでおります。  

２ セグメント利益の調整額△311百万円には、セグメント間取引消去△48百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社共通費用△263百万円が含まれております。全社共通費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費および研究開発費であります。 

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。 

  

当第3四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)   (単位：百万円) 

 
(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、設備工事、保守、環境分析および

物流サービス事業等を含んでおります。  

２ セグメント利益の調整額△277百万円には、セグメント間取引消去17百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社共通費用△294百万円が含まれております。全社共通費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費および研究開発費であります。 

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。 

  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

① 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

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合成樹脂 有機合成 計

売上高

 外部顧客への売上高 46,403 16,658 63,062 2,772 65,835 ─ 65,835

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

727 1,423 2,151 2,821 4,972 △4,972 ─

計 47,131 18,081 65,213 5,594 70,807 △4,972 65,835

セグメント利益 5,548 79 5,627 185 5,812 △311 5,501

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合成樹脂 有機合成 計

売上高

 外部顧客への売上高 49,978 15,614 65,592 3,059 68,652 ─ 68,652

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

798 1,517 2,315 2,996 5,311 △5,311 ─

計 50,776 17,131 67,908 6,055 73,964 △5,311 68,652

セグメント利益 8,804 157 8,962 200 9,162 △277 8,885

② 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

（重要な負ののれんの発生益）
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社は、液晶分野における需要拡大に対応するため、光学用ポリビニルアルコールフィルム（商品名

「ＯＰＬフィルム」）生産設備増設計画を決定いたしました。熊本工場（熊本県宇土市）において、投

資予定額65億円、2014年第1四半期の完工を予定しています。これにより同フィルムの生産能力は年間

1,800万㎡増加する見込みです。 

  

当社は、主に食品包装用途における需要拡大に対応するため、ハイガスバリア性ＥＶＯＨ樹脂（商品

名「ソアノール」）生産設備増設計画を決定いたしました。ＮＯＬＴＥＸ社（米国テキサス州）におい

て、2014年第4四半期の完工を予定しています。これにより同製品の生産能力は年間15,000トン増加す

る見込みです。 

  

  

  

（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

４．補足情報

（１）「ＯＰＬフィルム」生産設備の増設について

（２）「ソアノール」生産設備の増設について
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