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（１）連結経営成績 （％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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期  27,355  △3.2  3,223  △17.5  3,231  △15.5  1,903  △24.1

24年３月期  28,247  △6.6  3,908  △15.7  3,826  △12.2  2,508  7.6

（注）包括利益 25年３月期 2,875百万円 （ ％） 8.9   24年３月期 2,641百万円 （ ％） 43.7

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

25年３月期  302.11  －  8.6  9.6  11.8

24年３月期  398.04  －  12.9  11.3  13.8

（参考）持分法投資損益 25年３月期 －百万円   24年３月期 －百万円 

  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  33,783  23,404  69.2  3,707.58

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 23,361百万円   24年３月期 20,676百万円 

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

25年３月期  4,266  △322  △3,637  4,606

24年３月期  1,838  △882  △4,063  4,057

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結） 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 百万円 ％ ％ 
24年３月期  －  15.00  －  15.00  30.00  189  7.5  1.0

25年３月期  －  15.00  －  15.00  30.00  189  9.9  0.9

26年３月期（予想）  －  15.00  －  15.00  30.00    9.5   

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  14,000  1.9  1,350  △27.6  1,300  △26.9  700  △33.7  111.09

通期  30,000  9.7  3,500  8.6  3,400  5.2  2,000  5.1  317.40



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
（参考）個別業績の概要 

１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

  
※  監査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）期中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   

－ － － －

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 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 1,154株 24年３月期 1,086株 

③  期中平均株式数 25年３月期 6,301,099株 24年３月期 6,301,241株 

（１）個別経営成績 （％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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期  20,251  △3.9  2,291  △18.9  2,548  △13.1  1,636  25.0

24年３月期  21,071  △9.8  2,824  △25.9  2,933  △20.6  1,309  △33.7

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  円 銭 円 銭 

25年３月期  259.76  －

24年３月期  207.77  －

  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 

25年３月期  28,904  19,366  67.0  3,073.49

24年３月期  30,215  17,852  59.1  2,833.29

（参考）自己資本 25年３月期 19,366百万円   24年３月期 17,852百万円 

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務

諸表に対する監査手続を実施中です。

 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きましては、添付資料Ｐ．２「１．経営成績・財政状態に関する分析」の「（１）経営成績に関

する分析」をご覧下さい。
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（１）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

当連結会計年度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たものの、

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のま

ま推移しました。しかし、年末の政権交代により、景気回復の期待が徐々に高まっています。 

このような状況のもと、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、当連結会計年度の売上高は、 千円（前連結会計年度比 ％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）、当期純利益は、前連結会計年度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の業績は、外部顧客に対する売上高が 千円（前連結会計年度比 ％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、前連結会計年度には東日本大震災後の需要増加がありましたが、当連結会計年度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（前連結会計年度比

％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製品開発により新規に採用された製品もありましたが、半導体市場の回復が想定よりも鈍

かったために、前連結会計年度の水準まで回復するには至らず、売上高は減少しました。機能性化学品について

は、樹脂添加剤の製造を中止した影響で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次期の見通し 

次期の世界経済は、引き続き欧州諸国の金融不安に伴う景気停滞が懸念されますが、中国経済は一部に成長率の

鈍化が予想されるものの着実な成長が見込まれ、米国経済も回復基調にあるなど、景気は緩やかに持ち直すものと

予想されます。また、日本経済は、為替相場の変動や電力供給問題などはあるものの、政府主導による経済対策や

金融政策などを受けて、景気が緩やかに回復することが期待されます。 

このような状況のもと、当社グループは、引き続き国内外の拠点間のネットワークを生かした生産および販売活

動の強化、顧客のニーズに合わせた商品開発、財務体質の改善に取り組んで参ります。 

業績予想につきましては、以下のように見込んでいます。業績予想に大きな影響が見込まれる場合には、速やか

に開示いたします。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

27,355,263 3.2 892,614

3,223,142 17.5 685,248 3,231,723 15.5

594,702

1,903,668 24.1 604,520

18,785,371 2.0

387,500 2,445,843 14.4 411,001

8,569,892

5.6 505,113 1,532,335 14.3 255,363

  
平成25年３月期実績 

（百万円） 

平成26年３月期予想 

（百万円） 
増減額（百万円） 増減率（％） 

売上高  27,355  30,000  2,644  9.7

営業利益  3,223  3,500  276  8.6

経常利益  3,231  3,400  168  5.2

当期純利益  1,903  2,000  96  5.1
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、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、現金及び預金および棚卸資産の増加に対し、減価償却による固定資産および長期前払費用の減少がやや上回

ったためです。 

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、長

期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。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純

利益による資金の増加を、長期借入金の返済に充てた結果、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、

千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果取得した資金は、前連結会計年度に比べ 千円増加し、 千円（前連結会計年度

は 千円の取得）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益および減価償却費による収入によ

るものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ 千円減少し、 千円（前連結会計年度は

千円の使用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が有形固定資産の売却による収

入を上回ったためです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ 千円減少し、 千円（前連結会計年度は

千円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済を行ったためです。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は、次のとおりです。 

自己資本比率                      ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率          ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してい

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

72,397 33,783,793

2,757,128 10,379,707

2,684,731 23,404,086

548,744

4,606,035

2,427,857 4,266,589

1,838,731

560,509 322,023

882,532

426,563 3,637,296

4,063,860

  
平成21年３月 

期末 

平成22年３月 

期末 

平成23年３月 

期末 

平成24年３月 

期末 

平成25年３月 

期末 

自己資本比率（％）  35.9  40.9  48.7  61.1  69.2

時価ベースの自己資本比率（％）  9.2  33.0  36.4  41.7  44.0

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年） 
 11.8  2.3  2.3  4.6  1.1

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
 6.5  24.6  24.6  11.3  41.3
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、株主の皆様への長期的な利益還元を経営の重要課題の一つとして考えています。利益配分の基

本方針は、業績や事業計画、財務体質等を総合的に勘案し、長期にわたり安定的な配当を行うことです。 

内部留保金につきましては、将来の事業成長のための財務体質の改善および研究開発に充当していきます。 

当期の年間配当金につきましては、１株につき普通配当30円（うち、中間配当15円）を予定しています。予定通

り議決されますと、当期の配当性向は、 ％（連結）となります。 

次期の年間配当金につきましては、１株につき普通配当30円（うち、中間配当15円）を予定しています。 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、収益力・人財（材）力・技術力のレベルを高め、継続的発展を遂げる企業を目指すために、「企

業価値」および「企業品質」をより高める企業経営をしていきます。 

そのために、ニッチな市場のニーズをとらえ、スピード、コスト、クオリティのバランスが高次元で調和している

製品の開発を目指し、顧客満足の最大化を目指していきます。 

（２）目標とする経営指標および中長期的な会社の経営戦略 

将来の成長に向けた設備投資は不可欠であると考えて、当社グループは「償却前営業利益」（営業利益に減価償却

実施額を加えた金額）を最重要経営指標としています。併せて、収益性や安全性等をあらわす複数の指標のバランス

を考慮して経営を進めています。 

現時点における経営戦略としましては、財務体質の改善を図ることで競争力をつけることを目指します。中長期的

に成長期待の大きい電子材料事業及び海外事業に経営資源の積極投資を図っていきます。 

（３）会社の対処すべき課題 

当社グループが事業展開を図っていくうえで、以下の項目を重点的テーマとして取り組んでいきます。 

（ライフサイエンス事業） 

日本・中国・タイ・米国に拠点を有する企業グループとして、各拠点間のネットワークを最大限に活用し、グロ

ーバル展開を推進します。 

各国の食品や食材に合った食品添加物製剤の開発・製造を進め、既存商品を含めた製商品の販売を拡大し、アジ

ア地域での“FUSOブランド”確立を目指します。既存顧客であるタイの日系食品メーカーに留まらず、まずは東南

アジア全域で新規顧客への販売強化に注力します。タイの連結子会社であるFUSO (THAILAND) CO., LTD.において

は、製造設備の増強を進めます。 

開発体制については、顧客の要望に合わせた食品製剤（品質向上剤、呈味改良剤他）、ＧＭＰ（製造管理および

品質管理に関する基準）基準に適合する医薬品原料、当社の既存製品を利用した粉体二次加工品などの分野を強化

していきます。 

今後も、“ものづくり”を追求する企業グループとして、蓄積してきた製造技術の一層の向上を目指し、コスト

競争力の強化、売上高伸長および収益力拡大に注力します。 

（電子材料および機能性化学品事業） 

継続的な成長が遂げられるよう、事業の中核となる半導体分野においてより一層の深耕を行うとともに、ケイ素

化学品を基軸として多方面への事業展開を推進します。 

特にスマートフォンやタブレットにおいて、半導体のさらなる微細化、高集積化への要望が強まっており、これ

らの新しいニーズをいち早く取り入れた製品開発を続けていきます。 

また、神奈川県川崎市に新しく研究所を開設する準備を進めています。当研究所を拠点として、営業、マーケテ

ィング部門と一体となった新製品開発体制を構築します。当社グループのコア技術である超高純度コロイダルシリ

カの合成技術を活かし、特に半導体分野以外への新製品開発に取り組んでいきます。 

（４）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しています。 

なお、上記の報告書は株式会社大阪証券取引所ジャスダック市場のホームページに掲載されています。 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

9.5

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,124,117 4,606,035 

受取手形及び売掛金 7,188,018 7,198,458 

商品及び製品 5,082,895 5,459,379 

仕掛品 212,121 250,110 

原材料及び貯蔵品 1,095,173 1,115,043 

繰延税金資産 390,798 432,125 

その他 708,114 257,316 

貸倒引当金 △7,828 △5,387 

流動資産合計 18,793,412 19,313,081 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,424,096 12,722,020 

減価償却累計額 △5,652,682 △6,189,196 

建物及び構築物（純額） 6,771,413 6,532,823 

機械装置及び運搬具 18,306,958 18,513,271 

減価償却累計額 △15,758,501 △16,093,155 

機械装置及び運搬具（純額） 2,548,457 2,420,116 

土地 3,049,923 3,052,785 

建設仮勘定 137,150 150,739 

その他 2,072,147 2,281,356 

減価償却累計額 △1,669,393 △1,866,853 

その他（純額） 402,753 414,503 

有形固定資産合計 12,909,699 12,570,968 

無形固定資産 446,074 386,563 

投資その他の資産   

投資有価証券 585,699 693,302 

長期前払費用 450,434 180,656 

繰延税金資産 369,977 341,956 

その他 401,798 421,990 

貸倒引当金 △100,905 △124,727 

投資その他の資産合計 1,707,004 1,513,178 

固定資産合計 15,062,777 14,470,711 

資産合計 33,856,190 33,783,793 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,454,991 1,282,029 

短期借入金 3,637,300 3,047,900 

未払金 974,596 894,539 

未払法人税等 98,494 776,586 

賞与引当金 295,218 312,346 

役員賞与引当金 40,000 40,000 

その他 549,158 616,344 

流動負債合計 7,049,758 6,969,746 

固定負債   

長期借入金 4,822,050 1,974,150 

繰延税金負債 64,882 119,335 

退職給付引当金 1,014,387 1,157,283 

資産除去債務 9,417 9,417 

その他 176,339 149,772 

固定負債合計 6,087,076 3,409,960 

負債合計 13,136,835 10,379,707 

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 19,908,385 

自己株式 △2,707 △2,840 

株主資本合計 21,040,111 22,752,954 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 162,976 228,662 

為替換算調整勘定 △526,320 380,015 

その他の包括利益累計額合計 △363,343 608,678 

少数株主持分 42,587 42,452 

純資産合計 20,719,355 23,404,086 

負債純資産合計 33,856,190 33,783,793 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 28,247,878 27,355,263 

売上原価 17,137,992 16,946,115 

売上総利益 11,109,885 10,409,148 

販売費及び一般管理費 7,201,495 7,186,005 

営業利益 3,908,390 3,223,142 

営業外収益   

受取利息 21,003 16,836 

受取配当金 17,987 17,742 

為替差益 － 49,242 

受取手数料 10,103 10,787 

その他 51,445 36,703 

営業外収益合計 100,539 131,312 

営業外費用   

支払利息 171,023 109,695 

為替差損 88 － 

その他 11,391 13,035 

営業外費用合計 182,503 122,731 

経常利益 3,826,426 3,231,723 

特別利益   

固定資産売却益 746,742 416 

投資有価証券売却益 2 － 

特別利益合計 746,744 416 

特別損失   

固定資産除却損 44,500 17,133 

減損損失 － 12,948 

のれん償却額 132,961 － 

課徴金 － 55,726 

特別損失合計 177,462 85,808 

税金等調整前当期純利益 4,395,709 3,146,331 

法人税、住民税及び事業税 924,756 1,258,329 

法人税等調整額 959,001 △15,930 

法人税等合計 1,883,757 1,242,398 

少数株主損益調整前当期純利益 2,511,951 1,903,932 

少数株主利益 3,762 264 

当期純利益 2,508,189 1,903,668 
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,511,951 1,903,932 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16,057 65,686 

為替換算調整勘定 113,382 906,336 

その他の包括利益合計 129,439 972,022 

包括利益 2,641,390 2,875,955 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,637,628 2,875,690 

少数株主に係る包括利益 3,762 264 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,180,367 1,180,367 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,180,367 1,180,367 

資本剰余金   

当期首残高 1,667,042 1,667,042 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,667,042 1,667,042 

利益剰余金   

当期首残高 15,879,335 18,195,408 

当期変動額   

剰余金の配当 △189,038 △189,033 

当期純利益 2,508,189 1,903,668 

その他 △3,077 △1,657 

当期変動額合計 2,316,073 1,712,977 

当期末残高 18,195,408 19,908,385 

自己株式   

当期首残高 △2,164 △2,707 

当期変動額   

自己株式の取得 △542 △133 

当期変動額合計 △542 △133 

当期末残高 △2,707 △2,840 

株主資本合計   

当期首残高 18,724,581 21,040,111 

当期変動額   

剰余金の配当 △189,038 △189,033 

当期純利益 2,508,189 1,903,668 

自己株式の取得 △542 △133 

その他 △3,077 △1,657 

当期変動額合計 2,315,530 1,712,843 

当期末残高 21,040,111 22,752,954 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 146,919 162,976 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,057 65,686 

当期変動額合計 16,057 65,686 

当期末残高 162,976 228,662 

為替換算調整勘定   

当期首残高 △639,702 △526,320 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 113,382 906,336 

当期変動額合計 113,382 906,336 

当期末残高 △526,320 380,015 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △492,782 △363,343 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 129,439 972,022 

当期変動額合計 129,439 972,022 

当期末残高 △363,343 608,678 

少数株主持分   

当期首残高 39,225 42,587 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,362 △135 

当期変動額合計 3,362 △135 

当期末残高 42,587 42,452 

純資産合計   

当期首残高 18,271,023 20,719,355 

当期変動額   

剰余金の配当 △189,038 △189,033 

当期純利益 2,508,189 1,903,668 

自己株式の取得 △542 △133 

その他 △3,077 △1,657 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 132,801 971,887 

当期変動額合計 2,448,331 2,684,731 

当期末残高 20,719,355 23,404,086 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 4,395,709 3,146,331 

減価償却費 1,734,389 1,627,006 

減損損失 － 12,948 

のれん償却額 271,375 9,944 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 565 6,435 

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,045 14,749 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 78,006 134,785 

受取利息及び受取配当金 △38,990 △34,579 

支払利息 171,023 109,695 

為替差損益（△は益） 21,183 △23,676 

固定資産売却益 △746,742 △416 

固定資産除却損 44,500 17,133 

売上債権の増減額（△は増加） 481,114 146,492 

たな卸資産の増減額（△は増加） △957,151 △173,152 

未払金の増減額（△は減少） △21,479 △70,479 

仕入債務の増減額（△は減少） △326,936 △223,977 

長期未払金の増減額（△は減少） △1,039,236 △4,558 

その他 △151,523 90,764 

小計 3,890,761 4,785,448 

利息及び配当金の受取額 35,985 37,390 

利息の支払額 △161,651 △103,063 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,926,363 △453,185 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,838,731 4,266,589 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △63,269 － 

定期預金の払戻による収入 123,452 67,761 

有形固定資産の取得による支出 △1,518,776 △631,725 

有形固定資産の売却による収入 622,149 291,264 

無形固定資産の取得による支出 △57,294 △28,267 

投資有価証券の取得による支出 △5,374 △5,127 

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 8,109 8,852 

その他 9,658 △24,631 

投資活動によるキャッシュ・フロー △882,532 △322,023 

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） △194,236 － 

長期借入金の返済による支出 △3,669,600 △3,437,300 

リース債務の返済による支出 △10,182 △10,591 

自己株式の取得による支出 △542 △133 

配当金の支払額 △188,898 △188,871 

少数株主への配当金の支払額 △400 △400 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,063,860 △3,637,296 

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,381 241,475 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,090,279 548,744 

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期末残高 4,057,290 4,606,035 
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該当事項はありません。 

Ⅰ  前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社は、製商品・サービス別に事業部を置き、それぞれの事業部で、取扱い製商品・サービスについて国内

および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。 

したがって、当社は、事業部を基礎とした製商品・サービス別のセグメントから構成されており、「ライフ

サイエンス事業」および「電子材料および機能性化学品事業」の２つを報告セグメントとしています。 

「ライフサイエンス事業」は、リンゴ酸、クエン酸、その他果実酸、食添製剤、グルコン酸等の製造・販売

を行っています。「電子材料および機能性化学品事業」は、超高純度コロイダルシリカ、樹脂添加剤、ファイ

ンケミカル等の製造・販売を行っています。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一です。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。 

セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいています。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

（単位：千円）

（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。 

・セグメント資産の調整額には、提出会社における余資運用資金（現金及び預金等）、長期投資資金（投

資有価証券等）および管理部門に係る資産 千円、その他 千円が含まれています。 

・減価償却費の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る減価償却費 千

円が含まれています。 

・有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部

門が取得した有形固定資産及び無形固定資産 千円が含まれています。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

連結財務諸表 
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  19,172,872  9,075,005  28,247,878  －  28,247,878

セグメント間の内部売上高又は振
替高 

 －  9,808  9,808  △9,808  －

計  19,172,872  9,084,814  28,257,686  △9,808  28,247,878

セグメント利益  2,856,845  1,787,698  4,644,544  △736,153  3,908,390

セグメント資産  16,059,394  13,138,563  29,197,957  4,658,232  33,856,190

その他の項目           

減価償却費  （注）３  483,371  1,197,144  1,680,515  53,873  1,734,389

のれんの償却額  271,375  －  271,375  －  271,375

有形固定資産及び無形固定資産の
増加額      （注）４ 

 454,063  488,776  942,840  793,483  1,736,324

△749,823

13,670

4,658,247 △14

53,873

793,483
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２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

３．減価償却費には、長期前払費用に係る償却額が含まれています。 

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれています。 

Ⅱ  当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社は、製商品・サービス別に事業部を置き、それぞれの事業部で、取扱い製商品・サービスについて国内

および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。 

したがって、当社は、事業部を基礎とした製商品・サービス別のセグメントから構成されており、「ライフ

サイエンス事業」および「電子材料および機能性化学品事業」の２つを報告セグメントとしています。 

「ライフサイエンス事業」は、リンゴ酸、クエン酸、その他果実酸、食添製剤、グルコン酸等の製造・販売

を行っています。「電子材料および機能性化学品事業」は、超高純度コロイダルシリカ等の製造・販売および

樹脂添加剤、ファインケミカル等の販売を行っています。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一です。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。 

セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいています。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

（単位：千円）

（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。 

・セグメント資産の調整額には、提出会社における余資運用資金（現金及び預金等）、長期投資資金（投

資有価証券等）および管理部門に係る資産 千円、その他 千円が含まれています。 

・減価償却費の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る減価償却費 千

円が含まれています。 

・有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部

門が取得した有形固定資産及び無形固定資産 千円が含まれています。 

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

３．減価償却費には、長期前払費用に係る償却額が含まれています。 

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれています。 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

連結財務諸表 
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  18,785,371  8,569,892  27,355,263  －  27,355,263

セグメント間の内部売上高又は振
替高 

 14,159  1,794  15,953  △15,953  －

計  18,799,530  8,571,686  27,371,217  △15,953  27,355,263

セグメント利益  2,445,843  1,532,335  3,978,178  △755,036  3,223,142

セグメント資産  16,820,436  12,356,161  29,176,597  4,607,195  33,783,793

その他の項目           

減価償却費  （注）３  466,599  1,111,755  1,578,355  48,651  1,627,006

のれんの償却額  9,944  －  9,944  －  9,944

有形固定資産及び無形固定資産の
増加額      （注）４ 

 306,890  280,217  587,108  38,082  625,190

△759,717

4,680

4,609,261 △2,065

48,651

38,082
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前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

（単位：千円）

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：千円）

（注）のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

（単位：千円）

（注）のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

該当事項はありません。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

  
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 
全社・消去 合計 

減損損失  －  12,948  －  12,948

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

  
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 
全社・消去 合計 

当期末残高  9,838  －  －  9,838

  
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 
全社・消去 合計 

当期末残高  －  －  －  －

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 3,281.44 円 3,707.58

１株当たり当期純利益金額 円 398.04 円 302.11

  
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当期純利益金額（千円）  2,508,189  1,903,668

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額（千円）  2,508,189  1,903,668

期中平均株式数（株）  6,301,241  6,301,099

（重要な後発事象）
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,090,654 2,059,297 

受取手形 918,847 849,106 

売掛金 4,943,793 5,107,366 

商品 2,103,996 2,268,498 

製品 1,836,803 1,738,617 

仕掛品 160,173 183,318 

原材料 187,642 170,321 

貯蔵品 76,274 80,681 

前渡金 321,116 74,674 

前払費用 38,260 64,210 

繰延税金資産 293,841 328,634 

関係会社短期貸付金 504,000 390,000 

未収入金 171,657 212,407 

未収還付法人税等 156,621 － 

その他 21,520 8,550 

貸倒引当金 △643 △646 

流動資産合計 13,824,560 13,535,038 

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,644,452 8,651,337 

減価償却累計額 △3,511,848 △3,765,477 

建物（純額） 5,132,603 4,885,859 

構築物 2,164,990 2,164,990 

減価償却累計額 △1,522,273 △1,624,144 

構築物（純額） 642,717 540,846 

機械及び装置 16,324,959 16,112,649 

減価償却累計額 △14,653,987 △14,767,478 

機械及び装置（純額） 1,670,972 1,345,170 

車両運搬具 80,984 66,871 

減価償却累計額 △73,376 △62,244 

車両運搬具（純額） 7,607 4,627 

工具、器具及び備品 1,173,577 1,223,189 

減価償却累計額 △1,014,864 △1,076,438 

工具、器具及び備品（純額） 158,713 146,750 

土地 2,969,504 2,960,765 

リース資産 46,848 46,848 

減価償却累計額 △10,580 △19,252 

リース資産（純額） 36,267 27,595 

建設仮勘定 － 137,757 

有形固定資産合計 10,618,386 10,049,372 

無形固定資産   

のれん 2,484 － 

ソフトウエア 208,755 137,296 

施設利用権 1,864 1,589 

その他 8,281 8,281 

無形固定資産合計 221,385 147,166 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 585,699 693,302 

関係会社株式 2,351,473 2,351,473 

出資金 14,373 14,373 

関係会社出資金 1,145,699 1,145,699 

従業員長期貸付金 1,300 865 

関係会社長期貸付金 254,000 160,000 

長期前払費用 464,292 195,316 

繰延税金資産 466,350 491,901 

その他 276,029 129,301 

貸倒引当金 △8,430 △9,706 

投資その他の資産合計 5,550,789 5,172,527 

固定資産合計 16,390,561 15,369,067 

資産合計 30,215,122 28,904,106 

負債の部   

流動負債   

支払手形 39,791 45,887 

買掛金 1,393,359 1,146,010 

短期借入金 200,000 200,000 

1年内返済予定の長期借入金 3,437,300 2,847,900 

リース債務 9,106 9,106 

未払金 646,312 613,087 

未払費用 272,972 245,336 

未払法人税等 － 708,229 

未払消費税等 － 61,093 

前受金 1,787 3,187 

預り金 52,056 55,249 

賞与引当金 263,693 281,895 

役員賞与引当金 40,000 40,000 

設備関係支払手形 6,722 3,663 

流動負債合計 6,363,101 6,260,646 

固定負債   

長期借入金 4,822,050 1,974,150 

リース債務 29,043 19,937 

退職給付引当金 1,001,815 1,150,946 

資産除去債務 9,417 9,417 

その他 136,787 122,788 

固定負債合計 5,999,113 3,277,239 

負債合計 12,362,214 9,537,886 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,180,367 1,180,367 

資本剰余金   

資本準備金 1,667,042 1,667,042 

資本剰余金合計 1,667,042 1,667,042 

利益剰余金   

利益準備金 103,680 103,680 

その他利益剰余金   

圧縮積立金 109,022 104,927 

別途積立金 8,233,979 8,233,979 

繰越利益剰余金 6,398,546 7,850,401 

利益剰余金合計 14,845,227 16,292,987 

自己株式 △2,707 △2,840 

株主資本合計 17,689,930 19,137,557 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 162,976 228,662 

評価・換算差額等合計 162,976 228,662 

純資産合計 17,852,907 19,366,219 

負債純資産合計 30,215,122 28,904,106 
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

製品売上高 13,809,571 13,301,271 

商品売上高 7,261,936 6,949,999 

売上高合計 21,071,507 20,251,270 

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 1,811,656 1,836,803 

当期製品製造原価 9,267,570 9,121,999 

合計 11,079,226 10,958,802 

製品期末たな卸高 1,836,803 1,738,617 

製品他勘定振替高 277,356 312,824 

製品売上原価 8,965,066 8,907,360 

商品売上原価   

商品期首たな卸高 1,452,311 2,103,996 

当期商品仕入高 7,046,825 6,154,632 

合計 8,499,136 8,258,628 

商品期末たな卸高 2,103,996 2,268,498 

商品他勘定振替高 1,471,188 1,356,765 

商品売上原価 4,923,951 4,633,364 

売上原価合計 13,889,018 13,540,724 

売上総利益 7,182,489 6,710,545 

販売費及び一般管理費 4,357,546 4,418,837 

営業利益 2,824,943 2,291,707 

営業外収益   

受取利息 21,102 10,865 

受取配当金 153,787 303,941 

受取手数料 77,828 88,837 

為替差益 10,839 － 

その他 16,996 10,146 

営業外収益合計 280,554 413,790 

営業外費用   

支払利息 169,501 109,695 

為替差損 － 44,949 

その他 2,916 2,307 

営業外費用合計 172,418 156,952 

経常利益 2,933,079 2,548,545 

特別利益   

投資有価証券売却益 2 － 

特別利益合計 2 － 

特別損失   

固定資産除却損 31,544 15,935 

減損損失 － 12,948 

関係会社株式評価損 393,059 － 

特別損失合計 424,604 28,884 

税引前当期純利益 2,508,477 2,519,661 

法人税、住民税及び事業税 505,000 980,000 

法人税等調整額 694,213 △97,132 

法人税等合計 1,199,213 882,867 

当期純利益 1,309,264 1,636,793 
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（注）  １  原価計算の方法は、工程別実際総合原価計算を採用しています。 

※２  主な内訳は次のとおりです。 

※３  内訳は次のとおりです。 

（３）製造原価明細書

    
前事業年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．材料費    3,745,052  40.4  3,619,319  39.5

Ⅱ．労務費    1,191,822  12.8  1,204,367  13.2

Ⅲ．経費 ※２  4,337,565  46.8  4,326,759  47.3

当期総製造費用    9,274,440  100.0  9,150,445  100.0

仕掛品期首たな卸高    154,289    160,173   

他勘定受入高    5    642   

合計    9,428,735    9,311,261   

仕掛品期末たな卸高    160,173    183,318   

他勘定振替高 ※３  991    5,943   

当期製品製造原価    9,267,570    9,121,999   

項目 前事業年度 当事業年度 

減価償却費（千円）  784,051  668,589

水道光熱費（千円）  1,238,492  1,275,565

消耗雑品費（千円）  164,572  177,252

外注加工費（千円）  80,662  85,126

包装材料費（千円）  306,459  333,820

修繕費（千円）  271,538  305,380

リース料（千円）  833,106  837,372

項目 前事業年度 当事業年度 

売上原価（千円）  446  3,516

一般管理費（千円）  545  2,427

合計（千円）  991  5,943
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（４）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,180,367 1,180,367 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,180,367 1,180,367 

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,667,042 1,667,042 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,667,042 1,667,042 

資本剰余金合計   

当期首残高 1,667,042 1,667,042 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,667,042 1,667,042 

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 103,680 103,680 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 103,680 103,680 

その他利益剰余金   

圧縮積立金   

当期首残高 104,700 109,022 

当期変動額   

任意積立金の取崩 △4,095 △4,095 

税率変更に伴う圧縮積立金の変動額 8,417 － 

当期変動額合計 4,322 △4,095 

当期末残高 109,022 104,927 

別途積立金   

当期首残高 8,233,979 8,233,979 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,233,979 8,233,979 

繰越利益剰余金   

当期首残高 5,282,643 6,398,546 

当期変動額   

任意積立金の取崩 4,095 4,095 

税率変更に伴う圧縮積立金の変動額 △8,417 － 

剰余金の配当 △189,038 △189,033 

当期純利益 1,309,264 1,636,793 

当期変動額合計 1,115,903 1,451,854 

当期末残高 6,398,546 7,850,401 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 13,725,002 14,845,227 

当期変動額   

任意積立金の取崩 － － 

税率変更に伴う圧縮積立金の変動額 － － 

剰余金の配当 △189,038 △189,033 

当期純利益 1,309,264 1,636,793 

当期変動額合計 1,120,225 1,447,759 

当期末残高 14,845,227 16,292,987 

自己株式   

当期首残高 △2,164 △2,707 

当期変動額   

自己株式の取得 △542 △133 

当期変動額合計 △542 △133 

当期末残高 △2,707 △2,840 

株主資本合計   

当期首残高 16,570,248 17,689,930 

当期変動額   

剰余金の配当 △189,038 △189,033 

当期純利益 1,309,264 1,636,793 

自己株式の取得 △542 △133 

当期変動額合計 1,119,682 1,447,626 

当期末残高 17,689,930 19,137,557 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 146,919 162,976 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,057 65,686 

当期変動額合計 16,057 65,686 

当期末残高 162,976 228,662 

評価・換算差額等合計   

当期首残高 146,919 162,976 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,057 65,686 

当期変動額合計 16,057 65,686 

当期末残高 162,976 228,662 

純資産合計   

当期首残高 16,717,168 17,852,907 

当期変動額   

剰余金の配当 △189,038 △189,033 

当期純利益 1,309,264 1,636,793 

自己株式の取得 △542 △133 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,057 65,686 

当期変動額合計 1,135,739 1,513,312 

当期末残高 17,852,907 19,366,219 
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該当事項はありません。 

（１）役員の異動 

平成25年５月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動につき内定しました。 

なお、本異動は、平成25年６月21日開催予定の株主総会において承認されましたら正式に決定します。 

①  代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

②  その他の役員の異動 

・退任予定監査役 

（非常勤）監査役  松本  康孝 

（注）松本  康孝は、社外監査役です。 

③  退任予定日 

平成25年６月21日 

（２）その他 

該当事項はありません。 

（５）個別財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

５．その他
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