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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（1）経営成績に関する説明 

①当期の経営成績 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、金融緩和や各種経済対策の効果もあり、景気は緩やかな回

復傾向にあります。当業界におきましては、一部では需要回復の傾向がみられるものの、自動車産業を始めとするグ

ローバル調達化の進展の中で、当第１四半期は依然として在庫調整の影響から脱し切れない状況にありました。 

このようななか当社グループは、国内では建材産業向けが堅調に推移したものの、自動車産業・家電産業向けは

在庫調整等の影響もあって依然として販売が振わず、また、東南アジア地区の販売は中国向け輸出の落ち込み等

もあり、全体としては事業環境に厳しさが残る状況となりました。 

このような結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、9,290 百万円（前年同四半期比 5.7％

減）、経常利益は２百万円（前年同四半期比 98.4％減）、四半期純利益は、11 百万円（前年同四半期比 88.3％減）

となりました。 

 

②企業集団のセグメント別の状況 

当社グループのセグメント業績は次のとおりであります。 

日本 

日本は、需要回復の傾向がみられるものの、依然、自動車産業向け等で在庫調整の影響も残り、全体としては非

常に厳しい状況となりました。 

部門別の概況として樹脂コンパウンド部門は、自動車産業向けを始めとして、在庫調整の影響が色濃く残る展開と

なりましたが、６月以降は受注が上向きに転じております。次に、樹脂用着色剤部門は、自動車産業向けや建材産

業向けに回復傾向がみられるものの、家電産業向けの在庫調整の影響から全体としては低調な結果となっておりま

す。最後に、加工カラー部門は、建材・自動車産業向けは販売が伸び悩んだものの、在庫調整も一段落しており、

回復傾向にあります。この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、5,491 百万円（前年同四半期比 7.9％減）、

営業損失は 45 百万円（前年同四半期営業利益 35 百万円）となりました。 

 

東南アジア 

東南アジアは、タイ、中南米、南アフリカ向け等は引き続き好調であったものの中国向け輸出の不冴え等から全体

としては、予想を下回る展開となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、3,666 百万円（前年同四半期比 2.2％減）、営業利益は、売上

高の減少に加え、インドネシア第二工場の追加工事等に伴う費用増もあって、48 百万円（前年同四半期比 61.1％

減）となりました。 

 

その他 

その他は、当第 1 四半期連結累計期間の売上高が 132 百万円（前年同四半期比 5.1％減）営業損失は、７百万円

（前年同四半期営業損失１百万円）となりました。 
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（2）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結累計期間末の総資産は 24,618 百万円と前期末の 24,208 百万円に比べ 409 百万円の増加とな

りました。 

資産のうち流動資産は 12,897 百万円と前期末の 12,709 百万円に比べ 187 百万円の増加となりました。この主な

要因は現金及び預金が819百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が437百万円、製品、原材料及び貯蔵品

が 409 百万円それぞれ増加したことなどによるものです。 

固定資産は 11,721 百万円と前期末の 11,499 百万円に比べ 221 百万円の増加となりました。この主な要因は有形

固定資産が 51 百万円、投資有価証券が 173 百万円それぞれ増加したことなどによるものです。 

負債合計は 13,946 百万円と前期末の 13,775 百万円に比べ 171 百万円の増加となりました。負債のうち流動負債

は 10,957 百万円と前期末の 10,567 百万円に比べ 390 百万円の増加となり、固定負債は 2,988 百万円と前期末の

3,207 百万円に比べ 218 百万円の減少となりました。固定負債減少の主な要因は長期借入金が 266 百万円減少し

たことなどによるものです。また、純資産合計は 10,671 百万円と前期末の 10,433 百万円に比べ 237 百万円の増加と

なりました。 

 

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26 年 3 月期における第 2 四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成 25 年 5 月 15 日

に公表しました業績予想に変更はありません。 

 

 

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 

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 

該当事項はありません。 

 

（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。 
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（３）【四半期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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

　　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第1四半期連結累計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年6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 (単位：千円）

日本 東南ｱｼﾞｱ 計

売上高

　外部顧客への売上高 5,960,406 3,749,617 9,710,023 139,845 9,849,869 － 9,849,869

　セグメント間の内部売上高 35,540 － 35,540 － 35,540 △ 35,540 －

5,995,946 3,749,617 9,745,564 139,845 9,885,409 △ 35,540 9,849,869

セグメント利益又は損失（△） 35,912 124,773 160,685 △ 1,950 158,735 － 158,735

(注） 1.　「その他」の区分は、海外事業の内、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。　

2.　セグメント利益又は損失（△）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。

　当第1四半期連結累計期間（自　平成25年4月1日　至　平成25年6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 (単位：千円）

日本 東南ｱｼﾞｱ 計

売上高

　外部顧客への売上高 5,491,284 3,666,862 9,158,146 132,696 9,290,843 － 9,290,843

　セグメント間の内部売上高 36,179 － 36,179 1,877 38,057 △ 38,057 －

5,527,464 3,666,862 9,194,326 134,574 9,328,901 △ 38,057 9,290,843

セグメント利益又は損失（△） △ 45,873 48,499 2,626 △ 7,544 △ 4,918 － △ 4,918

(注） 1.　「その他」の区分は、海外事業の内、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。　

2.　セグメント利益又は損失（△）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。

計

計

報告セグメント

報告セグメント

その他
（注1）

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額（注

2）

その他
（注1）

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額（注

2）
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