
  

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 

  

２．配当の状況 

  

  

 

  

  

 

   平成25年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成25年２月５日

上場会社名  扶桑化学工業株式会社 上場取引所   大

コード番号  4368 ＵＲＬ   http://www.fusokk.co.jp/

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  赤澤 良太

問合せ先責任者 （役職名）  取締役管理本部長 （氏名）  武川 隆彦 ＴＥＬ   06-6203-4773

四半期報告書提出予定日  平成25年２月13日 配当支払開始予定日  －

  
四半期決算補足説明資料作成の有無：  無     

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  （百万円未満切捨て）

（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  20,793  △4.0  2,772  △14.5  2,720  △12.8  1,655  △26.4

24年３月期第３四半期  21,664  △5.8  3,241  △14.8  3,120  △11.9  2,250  21.3

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 1,989百万円 （ ％） △1.2   24年３月期第３四半期 2,012百万円 （ ％） 62.2

  
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  262.79  －

24年３月期第３四半期  357.15  －

  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３四半期  33,065  22,519  68.0  3,567.04

24年３月期  33,856  20,719  61.1  3,281.44

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 22,476百万円   24年３月期 20,676百万円 

  
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  －  15.00  －  15.00  30.00

25年３月期  －  15.00  －     

25年３月期（予想）        15.00  30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  無   

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）

  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  30,000  6.2  3,700  △5.3  3,600  △5.9  2,000  △20.3  317.40

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：  無   



※  注記事項 

新規   社  （社名）        、除外   社  （社名） 

  

 

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の有無となります。

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） 25年３月期３Ｑ 6,302,200株 24年３月期 6,302,200株 

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 1,086株 24年３月期 1,086株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 6,301,114株 24年３月期３Ｑ 6,301,261株 

 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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およ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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧下さい。
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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における日本経済は、東日本大震災からの復興需要など緩やかな回復の傾向が見られ

るものの、欧州財政金融問題の長期化、為替相場の変動や電力供給問題などを背景に、依然として見通しは不透明

な状況となっています。 

このような状況のもとで、当社グループは、国内外の拠点間のネットワークを活かした販売活動の強化や顧客の

ニーズに合わせた商品開発に努めました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％減、 千円減）となり

ました。営業利益は 千円（同 ％減、 千円減）、経常利益は 千円（同 ％減、

千円減）、四半期純利益については、前年同期において計上した米国子会社の固定資産譲渡による特別利

益がなくなったこともあり、 千円（同 ％減、 千円減）と減益になりました。 

当社グループの報告セグメントの業績は、次のとおりです。 

（ライフサイエンス事業） 

ライフサイエンス事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が 千円（前年同期比 ％減、

千円減）、営業利益は 千円（同 ％減、 千円減）となりました。 

国内では、前年同期には東日本大震災後の需要増加がありましたが、当第３四半期連結累計期間では飲料用途を

中心に需要が伸び悩んだため、果実酸類をはじめとして売上高が減少しました。中国および米国における連結子会

社の外部販売については、売上高は比較的堅調に推移したものの、ライフサイエンス事業全体では、減収減益とな

りました。 

（電子材料および機能性化学品事業） 

電子材料および機能性化学品事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が 千円（前年同期比 ％

減、 千円減）、営業利益は 千円（同 ％減、 千円減）となりました。 

顧客ニーズに合わせた新製品開発等により、超高純度コロイダルシリカは堅調に推移しましたが、半導体市場の

回復が想定よりも鈍かったために、前年同期の水準まで回復するには至らず、売上高は前年同期比で減少となりま

した。機能性化学品については、主力製品の製造を中止した樹脂添加剤の売上高が減少しました。これらの結果、

電子材料および機能性化学品事業全体では減収減益となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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 千円減少し、 千円となり

ました。これは主に、借入金の返済による現金及び預金の減少および減価償却が進んだことによる有形固定資産の

減少によるものです。 

負債については、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。これは主に、

借入金の返済によるものです。 

純資産については、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。これは主

に、利益剰余金および為替換算調整勘定の増加によるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月14日の決算短信で公表しました通期の連結業績予想に

変更はありません。 

（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います。 

（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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

20,793,606 4.0 870,413

2,772,119 14.5 469,343 2,720,419 12.8

400,580

1,655,897 26.4 594,655

14,106,352 3.3 475,550

1,989,073 10.8 241,315

6,687,254 5.6

394,863 1,333,153 15.9 252,923

791,056 33,065,134

2,591,018 10,545,816

1,799,962 22,519,317

２．サマリー情報（注記事項）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：千円）

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 4,124,117 3,702,259 

受取手形及び売掛金 7,188,018 7,351,109 

商品及び製品 5,082,895 5,292,681 

仕掛品 212,121 180,278 

原材料及び貯蔵品 1,095,173 1,027,513 

繰延税金資産 390,798 408,635 

その他 708,114 736,766 

貸倒引当金 △7,828 △9,271 

流動資産合計 18,793,412 18,689,972 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,771,413 6,551,438 

機械装置及び運搬具（純額） 2,548,457 2,425,571 

土地 3,049,923 3,054,270 

建設仮勘定 137,150 106,725 

その他（純額） 402,753 398,652 

有形固定資産合計 12,909,699 12,536,657 

無形固定資産 446,074 391,713 

投資その他の資産   

投資有価証券 585,699 609,123 

長期前払費用 450,434 250,155 

繰延税金資産 369,977 318,998 

その他 401,798 384,170 

貸倒引当金 △100,905 △115,657 

投資その他の資産合計 1,707,004 1,446,789 

固定資産合計 15,062,777 14,375,161 

資産合計 33,856,190 33,065,134 
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（単位：千円）

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 1,454,991 1,316,566 

短期借入金 3,637,300 3,139,400 

未払金 974,596 822,745 

未払法人税等 98,494 536,184 

賞与引当金 295,218 182,843 

役員賞与引当金 40,000 30,000 

その他 549,158 619,232 

流動負債合計 7,049,758 6,646,972 

固定負債   

長期借入金 4,822,050 2,614,750 

繰延税金負債 64,882 68,389 

退職給付引当金 1,014,387 1,050,050 

資産除去債務 9,417 9,417 

その他 176,339 156,236 

固定負債合計 6,087,076 3,898,844 

負債合計 13,136,835 10,545,816 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,180,367 1,180,367 

資本剰余金 1,667,042 1,667,042 

利益剰余金 18,195,408 19,662,273 

自己株式 △2,707 △2,707 

株主資本合計 21,040,111 22,506,976 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 162,976 178,600 

為替換算調整勘定 △526,320 △209,236 

その他の包括利益累計額合計 △363,343 △30,635 

少数株主持分 42,587 42,976 

純資産合計 20,719,355 22,519,317 

負債純資産合計 33,856,190 33,065,134 
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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 21,664,020 20,793,606 

売上原価 12,992,318 12,628,278 

売上総利益 8,671,701 8,165,327 

販売費及び一般管理費 5,430,238 5,393,207 

営業利益 3,241,463 2,772,119 

営業外収益   

受取利息 16,658 13,208 

受取配当金 17,062 16,817 

受取手数料 7,616 9,176 

その他 33,685 21,070 

営業外収益合計 75,023 60,273 

営業外費用   

支払利息 133,461 87,850 

為替差損 52,761 11,975 

その他 9,262 12,148 

営業外費用合計 195,486 111,974 

経常利益 3,120,999 2,720,419 

特別利益   

固定資産売却益 735,345 400 

投資有価証券売却益 2 － 

特別利益合計 735,348 400 

特別損失   

固定資産除却損 14,747 5,756 

投資有価証券評価損 － 5,706 

課徴金 － 53,552 

特別損失合計 14,747 65,015 

税金等調整前四半期純利益 3,841,600 2,655,804 

法人税、住民税及び事業税 1,559,639 983,463 

法人税等調整額 27,736 15,653 

法人税等合計 1,587,375 999,116 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,254,224 1,656,687 

少数株主利益 3,671 789 

四半期純利益 2,250,553 1,655,897 
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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 2,254,224 1,656,687 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,032 15,623 

為替換算調整勘定 △215,422 317,084 

その他の包括利益合計 △241,455 332,708 

四半期包括利益 2,012,769 1,989,395 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,009,097 1,988,606 

少数株主に係る四半期包括利益 3,671 789 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,841,600 2,655,804 

減価償却費 1,290,655 1,206,855 

のれん償却額 103,726 9,047 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △516 10,167 

賞与引当金の増減額（△は減少） △128,815 △114,099 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,250 △10,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57,351 51,920 

受取利息及び受取配当金 △33,721 △30,026 

支払利息 133,461 87,850 

為替差損益（△は益） 38,661 △6,325 

固定資産売却損益（△は益） △735,345 △400 

固定資産除却損 14,747 5,756 

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,706 

売上債権の増減額（△は増加） △49,465 △102,091 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,059,153 △32,475 

仕入債務の増減額（△は減少） 303,958 △159,802 

未払金の増減額（△は減少） △118,665 △64,775 

長期未払金の増減額（△は減少） △1,039,236 － 

その他 △178,352 △85,014 

小計 2,429,640 3,428,098 

利息及び配当金の受取額 24,506 27,196 

利息の支払額 △125,678 △83,140 

法人税等の支払額 △1,880,409 △418,947 

営業活動によるキャッシュ・フロー 448,059 2,953,207 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 122,446 65,118 

有形固定資産の取得による支出 △1,406,812 △499,132 

有形固定資産の売却による収入 480,322 708 

無形固定資産の取得による支出 △32,929 △24,516 

投資有価証券の取得による支出 △4,626 △4,380 

投資有価証券の売却による収入 2 － 

長期貸付けによる支出 △1,190 △150 

長期貸付金の回収による収入 7,959 8,457 

その他 △1,484 △23,496 

投資活動によるキャッシュ・フロー △836,311 △477,391 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 607,345 － 

長期借入金の返済による支出 △2,731,850 △2,705,200 

自己株式の取得による支出 △389 － 

配当金の支払額 △188,566 △188,673 

少数株主への配当金の支払額 △400 △400 

リース債務の返済による支出 △7,534 △7,943 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,321,393 △2,902,216 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68,229 71,370 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,777,874 △355,030 

現金及び現金同等物の期首残高 7,147,569 4,057,290 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,369,695 3,702,259 
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該当事項はありません。 

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．セグメント利益の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費用

千円、その他 千円が含まれています。 

２．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います。 

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 

該当事項はありません。 

Ⅱ  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） 

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．セグメント利益の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費用

千円、その他 千円が含まれています。 

２．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います。 

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 

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

ライフサイエ
ンス事業 

電子材料お
よび機能性
化学品事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  14,581,902  7,082,117  21,664,020  －  21,664,020

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  7,428  7,428  △7,428  －

計  14,581,902  7,089,546  21,671,448  △7,428  21,664,020

セグメント利益  2,230,389  1,586,077  3,816,466  △575,002  3,241,463

△586,781 11,778

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

ライフサイエ
ンス事業 

電子材料お
よび機能性
化学品事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  14,106,352  6,687,254  20,793,606  －  20,793,606

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 13,606  1,794  15,400  △15,400  －

計  14,119,958  6,689,048  20,809,007  △15,400  20,793,606

セグメント利益  1,989,073  1,333,153  3,322,226  △550,106  2,772,119

△562,046 11,939
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