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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 当社は、平成25年６月25日に開催されました定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認されたことを受け、平成25年12月期より決算期を３月31日
から12月31日に変更し、また、３月決算の連結子会社も12月決算に変更しております。これらに伴い、平成25年12月期第２四半期は、当社及び３月決算であっ
た連結子会社につきましては平成25年４月１日から平成25年９月30日の６ヶ月間を、従来からの12月決算の連結子会社等につきましては平成25年１月１日から
平成25年９月30日の９ヶ月間を連結対象期間としております。このため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
 
〔参考〕 
 12月決算の連結子会社等の連結対象期間を９ヶ月（平成24年１月１日から平成24年９月30日）とした前第２四半期業績に対する当第２四半期業績の増減率
は、売上高22.3％、営業利益100.9％、経常利益116.0％、四半期純利益130.9％であります。 

(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12月期第2四半期 22,963 ― 1,871 ― 2,062 ― 1,737 ―
25年3月期第2四半期 15,817 2.1 836 37.2 831 42.2 667 118.5

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 3,341百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 900百万円 （104.5％）

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12月期第2四半期 98.74 ―
25年3月期第2四半期 37.93 ―

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12月期第2四半期 37,662 17,213 39.2 839.58
25年3月期 37,095 13,982 32.7 689.68
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  14,772百万円 25年3月期  12,136百万円

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

25年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00
25年12月期 ― 6.00
25年12月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成25年 12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  
 当連結会計年度は、当社及び３月決算であった連結子会社につきましては平成25年４月１日から平成25年12月31日の９ヶ月間を、従来からの12月決算の連
結子会社等につきましては平成25年１月１日から平成25年12月31日の12ヶ月間を連結対象期間としております。このため、対前期増減率は記載しておりませ
ん。 
 
〔参考〕 
 当社及び３月決算であった連結子会社の平成24年４月１日から平成24年12月31日の９ヶ月間、従来からの12月決算の連結子会社等の平成24年１月１日から
平成24年12月31日の12ヶ月間を連結対象期間とした業績に対する平成25年12月期通期連結業績予想の増減率は、売上高20.0％、営業利益58.4％、経常利益
60.0％、当期純利益87.9％であります。 

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 33,000 ― 2,500 ― 2,700 ― 2,150 ― 122.17



(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  

(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 
 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中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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、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、実際の業績等は今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。上記予想に関する事項に
つきましては、【添付資料】Ｐ．３ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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12月期2Q 17,710,000 株 25年3月期 17,710,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 114,434 株 25年3月期 112,174 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 17,597,000 株 25年3月期2Q 17,599,734 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間の連結業績は決算期変更により、当社及び３月決算であった連結子会社は４月から９

月の６ヶ月間を、12月決算の連結子会社等は１月から９月の９ヶ月間を連結対象期間としております。 

※「前年同一期間」の金額は、12月決算の連結子会社等の連結対象期間を９ヶ月（平成24年１月１日から平成24年

９月30日）とした経営成績であり、「調整後増減率」はこれに対する当第２四半期連結累計期間の増減率を記

載しております。 

以下、増減については、この「前年同一期間」との比較で記載しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）におけるわが国経済は、政府によ

る経済対策や金融緩和政策等を背景に円安・株高が進行し、景気は緩やかに回復しつつあるものの、米国の財政金

融政策に対する不透明感や欧州債務問題、新興国経済の成長鈍化などの影響が懸念され、先行き不透明な状況で推

移しました。 

 こうした経営環境のもと、当社グループは、化学品事業、化粧品事業ともに積極的な営業活動を推進した結果、

売上高は229億６千３百万円（前年同一期間比 22.3%増）、営業利益は18億７千１百万円（同 100.9%増）、経常利

益は20億６千２百万円（同 116.0%増）、四半期純利益は17億３千７百万円（同 130.9%増）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。なお、文中の各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高

を含んでおりません。 

   

①化学品事業 

売上高は189億２千２百万円（同26.6%増）、セグメント利益は14億９千万円（同161.7%増）となりました。 

海外では、韓国や中国などの東南アジア地区において繊維加工用薬剤の販売が好調に推移し、売上高は大きく伸

張しました。国内では、繊維・染色業界は低迷しているものの、機能加工向け繊維加工用薬剤の集中的な販売活動

が功を奏し、売上高は増加しました。 

②化粧品事業 

 売上高は40億４千万円（同5.4%増）、セグメント利益は10億２千１百万円（同4.4%増）となりました。 

美容業界においては顧客ニーズの分散が続く中、デミコスメティクス「ビオーブ」、イーラル株式会社「イーラ

ル コク」などを核とした当社ナショナルブランドの安定成長に加え、サロンプライベートブランドの受託、山田

製薬株式会社による相手先ブランド製造の受託などの多角化事業が伸長し、売上高は増加しました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
売上高 

（百万円） 

営業利益 

（百万円）  

経常利益 

（百万円）  

四半期純利益 

（百万円） 

平成25年12月期第２四半期連結累計期間  22,963 1,871 2,062 1,737

 （参考）前年同一期間 ※  18,780  931  955  752 

調整後増減率 ※ 22.3%  100.9%  116.0%  130.9% 

平成25年３月期第２四半期連結累計期間  15,817  836  831  667 

  

 売上高 セグメント利益  

 第２四半期連結累計期間 
調整後 

増減率  

（％） 

 第２四半期連結累計期間 
調整後 

増減率  

（％） 

（参考） 

前年同一期間 

（百万円） 

平成25年12月期

（百万円） 

（参考） 

前年同一期間

（百万円） 

平成25年12月期 

（百万円） 

 化学品  14,946 18,922 26.6 569  1,490  161.7 

 化粧品  3,834  4,040  5.4  978  1,021  4.4 

 合計 18,780  22,963  22.3  1,548  2,512  62.3 
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（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、５億６千６百万円増加し、376億６千２百

万円となりました。現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の増加及び有形固定資産の減少等により、総資産は

増加しました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ、26億６千３百万円減少し、204億４千９百万円となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金の増加、その他流動資産の減少、短期借入金の減少及び長期借入金の減少であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、32億３千万円増加し、172億１千３百万円となりました。利益剰余金

の増加、為替換算調整勘定の増加及び少数株主持分の増加が主な要因であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の32.7%から39.2%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 

当第２四半期の業績や今後の経済状況等を考慮し、通期の業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成25年11月７日）公表いたしました「平成25年12月期通期業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する情報
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,781,311 4,003,267

受取手形及び売掛金 7,726,199 7,850,529

商品及び製品 2,794,958 2,647,172

仕掛品 595,878 761,288

原材料及び貯蔵品 2,573,518 2,734,701

その他 1,260,995 885,424

貸倒引当金 △41,216 △45,894

流動資産合計 17,691,645 18,836,489

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,796,996 6,858,438

機械装置及び運搬具（純額） 2,060,922 2,602,323

土地 6,274,720 5,805,193

その他（純額） 1,467,400 609,431

有形固定資産合計 16,600,039 15,875,385

無形固定資産   

のれん 359,630 320,681

その他 447,190 513,597

無形固定資産合計 806,820 834,279

投資その他の資産 1,997,421 2,116,749

固定資産合計 19,404,282 18,826,414

資産合計 37,095,928 37,662,903
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,436,728 3,722,532

短期借入金 7,742,195 6,795,391

未払法人税等 479,518 403,490

賞与引当金 490,000 488,000

その他 2,048,254 1,647,206

流動負債合計 14,196,697 13,056,621

固定負債   

長期借入金 5,810,083 4,186,614

退職給付引当金 2,217,109 2,277,280

その他 889,963 929,381

固定負債合計 8,917,156 7,393,276

負債合計 23,113,854 20,449,897

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,898,545 2,898,545

資本剰余金 3,040,249 3,040,249

利益剰余金 7,777,148 9,338,655

自己株式 △46,805 △48,379

株主資本合計 13,669,138 15,229,071

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 108,490 131,612

為替換算調整勘定 △1,640,823 △587,766

その他の包括利益累計額合計 △1,532,332 △456,153

少数株主持分 1,845,267 2,440,089

純資産合計 13,982,073 17,213,006

負債純資産合計 37,095,928 37,662,903
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 15,817,388 22,963,108

売上原価 10,398,292 15,280,272

売上総利益 5,419,096 7,682,836

販売費及び一般管理費 4,582,867 5,811,797

営業利益 836,229 1,871,038

営業外収益   

受取利息 6,313 14,153

受取配当金 15,120 19,271

持分法による投資利益 61,551 67,509

為替差益 － 115,899

その他 95,724 139,818

営業外収益合計 178,708 356,653

営業外費用   

支払利息 78,481 88,896

為替差損 39,257 －

売上割引 43,495 43,522

その他 21,915 32,371

営業外費用合計 183,150 164,790

経常利益 831,787 2,062,901

特別利益   

固定資産売却益 3,744 7,060

事業譲渡益 － 1,380,053

特別利益合計 3,744 1,387,114

特別損失   

固定資産除却損 3,051 2,106

固定資産売却損 203 710

投資有価証券評価損 1,665 886

減損損失 23,302 892,590

特別損失合計 28,223 896,294

税金等調整前四半期純利益 807,308 2,553,721

法人税等 123,111 541,707

少数株主損益調整前四半期純利益 684,197 2,012,014

少数株主利益 16,692 274,528

四半期純利益 667,505 1,737,485
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（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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 684,197 2,012,014

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,271 23,121

為替換算調整勘定 245,965 1,306,508

その他の包括利益合計 216,694 1,329,629

四半期包括利益 900,891 3,341,643

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 825,070 2,813,663

少数株主に係る四半期包括利益 75,820 527,979
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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 807,308 2,553,721

減価償却費 640,777 1,064,391

減損損失 23,302 892,590

事業譲渡損益（△は益） － △1,380,053

のれん償却額 174 39,356

投資有価証券評価損 1,665 886

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,658 58,976

賞与引当金の増減額（△は減少） 90,000 △2,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,144 △477

受取利息及び受取配当金 △21,433 △33,424

支払利息 78,481 88,896

為替差損益（△は益） △12,502 16,642

持分法による投資損益（△は益） △61,551 △67,509

固定資産処分損益（△は益） △488 △4,243

売上債権の増減額（△は増加） 68,454 288,482

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,428 155,565

仕入債務の増減額（△は減少） △215,763 112,846

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,157 45,997

その他 △50,241 198,095

小計 1,359,966 4,028,739

利息及び配当金の受取額 125,843 187,179

利息の支払額 △76,290 △87,373

法人税等の支払額 △181,081 △635,294

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,228,438 3,493,250

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 △79,480 △153,672

定期預金の払戻による収入 79,480 153,672

有形固定資産の取得による支出 △1,098,474 △693,719

有形固定資産の売却による収入 4,500 47,384

投資有価証券の取得による支出 △7,262 △7,737

貸付金の回収による収入 － 4,335

事業譲渡による収入 － 1,380,053

その他 20,821 △171,082

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,080,415 559,233
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 19,195,976 16,801,925

短期借入金の返済による支出 △19,984,746 △18,242,548

長期借入れによる収入 138,800 －

長期借入金の返済による支出 △942,379 △1,430,182

少数株主からの払込みによる収入 － 65,417

配当金の支払額 △87,791 △176,093

少数株主への配当金の支払額 △37,994 △133,096

自己株式の売却による収入 412 －

自己株式の取得による支出 △620 △1,574

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,718,343 △3,116,153

現金及び現金同等物に係る換算差額 105,059 267,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,465,261 1,204,106

現金及び現金同等物の期首残高 4,268,490 2,633,528

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,803,229 3,837,635
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

前第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） 

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 

（単位：千円） 

  

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

  （差異調整に関する事項）  

                            （単位：千円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「化学品」セグメントにおいて、操業の停止を決定した工場等に係る建物及び構築物等について、当該資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損

失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては、23,302千円であります。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。  

   

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  
報告セグメント  

合計 
化学品 化粧品  計  

 売上高 

 外部顧客への売上高  12,063,521 3,753,866 15,817,388

 

 15,817,388

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
2,287 11,406 13,693  13,693

計 12,065,808 3,765,273 15,831,082  15,831,082

 セグメント利益 477,605 975,714 1,453,319  1,453,319

利益 金額 

 報告セグメント計  1,453,319

 セグメント間取引消去 8,127

 のれんの償却額 3,704

 全社費用（注）   △628,921

 四半期連結損益計算書の営業利益   836,229
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 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30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 

（単位：千円） 

  

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

  （差異調整に関する事項）  

                            （単位：千円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「化学品」セグメントにおいて、操業の停止を決定した工場等に係る建物及び構築物等について、当該資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。また、「化学品」

及び「化粧品」セグメントにおいて、売却を決定した支店に係る建物及び構築物等について、当該資産の帳簿価額

を売却予定額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失の計上

額は、当第２四半期連結累計期間においては、それぞれ64,255千円、748,532千円であります。 

この他、報告セグメントに配分されない全社資産である遊休資産に係る減損損失79,802千円を計上しておりま

す。  

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。  

   

    

   

   

   

  
報告セグメント  

合計 
化学品 化粧品  計  

 売上高 

 外部顧客への売上高  18,922,606 4,040,501 22,963,108

 

 22,963,108

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
392 918 1,310  1,310

計 18,922,999 4,041,420 22,964,419  22,964,419

 セグメント利益 1,490,818 1,021,938 2,512,757  2,512,757

利益 金額 

 報告セグメント計  2,512,757

 セグメント間取引消去 7,897

 全社費用（注）   △649,615

 四半期連結損益計算書の営業利益   1,871,038
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