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1.  平成26年3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） 

 

(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 ％

26年3月期第2四半期 26,361 10.5 542 22.3 715 95.0 453 212.6
25年3月期第2四半期 23,862 △3.4 443 △69.2 366 △69.2 145 △76.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,256百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 138百万円 （△79.8％）

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

26年3月期第2四半期 5.54 ―
25年3月期第2四半期 1.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 64,820 21,066 31.1
25年3月期 60,285 19,001 30.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  20,161百万円 25年3月期  18,233百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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、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   

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 54,000 6.3 1,700 57.3 1,800 61.7 900 93.1 10.99



(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）詳細は、５ページ「(1) 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 

(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対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する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 
１．平成25年5月14日公表の通期連結業績予想を修正しております。 
２．本資料に記載し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、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。なお、上記予想に関する事項は、５ページ「(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関 
  する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年3月期2Q 81,940,298 株 25年3月期 81,940,298 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 57,334 株 25年3月期 55,669 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 81,883,678 株 25年3月期2Q 81,886,070 株
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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 

  当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな回復が続いているものの、欧

州諸国では債務問題の影響もあり低迷が続き、また、中国を中心としたアジア新興国における成長

鈍化などにより、依然として不透明な状況で推移しました。一方、わが国においては、景気回復政

策を背景に引き続き円安傾向で推移したことに加え、個人消費に持ち直しの動きが見られるなど、

緩やかな回復基調をたどりました。 

当社グループを取り巻く環境は、化学業界や電子部品業界においては、デジタル家電市場の低迷

が長期化しているものの、輸出環境の改善などにより、全般的に堅調な状況で推移しました。また、

建設・建材関連業界においては、住宅着工戸数の増加などもあり順調に推移しました。 

  このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は 263 億 6

千 1百万円と前年同期比 24 億 9千 8百万円（10.5％増）の増収、営業利益は 5億 4千 2百万円と前

年同期比 9 千 8 百万円（22.3％増）の増益、経常利益は 7 億 1 千 5 百万円と前年同期比 3 億 4 千 8

百万円（95.0％増）の増益、四半期純利益は 4億 5千 3百万円と前年同期比 3億 8百万円（212.6％

増）の増益となりました。 

 

  セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

  なお、第１四半期連結会計期間より、従来の「化成品関連製品」「フィルム・シート製品」「電子

材料製品」「建材関連」及び「エンジニアリング」の５区分から、「機能製品」「電子・光学製品」「建

材関連」及び「エンジニアリング」の４区分に変更しております。 

この変更に伴い、以下の前年同期比較については、変更後のセグメントにより前年同期を組替え

たうえで比較しております。 

 

 （機能製品） 

  当セグメントの主な取扱製品は、ファインケミカル製品、メラミン樹脂、接着製品、マーキング

フィルム、ステッカー、包装用フィルムなどであります。 

  このうち、ファインケミカル製品は電子材料向けなどが低迷し、前年同期比減収となりました。

メラミン樹脂製品は国内向けが低調に推移し、前年同期比減収となりました。接着製品は光学関連

分野並びに建築向けが堅調に推移し、前年同期比増収となりました。マーキングフィルムは国内向

けは堅調に推移しましたが、海外向けが低迷し、前年同期並となりました。ステッカーは東南アジ

ア地域での販売が伸長し、前年同期比増収となりました。包装用フィルムは中国での販売が順調に

推移し、前年同期比増収となりました。 

  以上により、当セグメントの売上高は 125 億 9 百万円と前年同期比 5億 6千 5百万円（4.7％増）

の増収となったものの、原材料価格の上昇などにより、セグメント利益は 11億 3 百万円と前年同期

比 1億 3千 7百万円（11.0％減）の減益となりました。 
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（電子・光学製品） 

  当セグメントの主な取扱製品は、再帰反射シート、セラミック基板、厚膜印刷製品、プリント配

線板などであります。 

  このうち、再帰反射シートは欧州向けは低調でしたが、円安の影響もあり、前年同期比増収とな

りました。セラミック基板はデジタル家電向けが低調に推移しましたが、スマートフォン向けが堅

調に推移し、前年同期並となりました。プリント配線板はアミューズ関連は好調に推移しましたが、

情報関連向けが低迷し、前年同期比減収となりました。 

  以上により、当セグメントの売上高は 69 億 6千 3百万円と前年同期比 7億 9千 4百万円（12.9％

増）の増収となったものの、セグメント損失は、セラミック基板の減産の影響などもあり、4 億 7

千 5百万円（前年同期は 7億 6千 6百万円の損失）となりました。 

 

（建材関連） 

  当セグメントの主な取扱製品は、住宅用アルミ建材などであります。 

主力の手摺、笠木等の販売が順調に推移し、売上高は 47 億 8千 7百万円と前年同期比 3億 8千 5

百万円（8.7％増）の増収となったものの、原材料価格の上昇などにより、セグメント利益は 7 千 1

百万円と前年同期比 1千 5百万円（17.4％減）の減益となりました。 

 

（エンジニアリング） 

  当セグメントの主な事業内容は、産業プラントの設計・施工などであります。 

国内向け工事案件の完工が減少したことなどにより、売上高は 23 億 3 百万円と前年同期比 8億 6

百万円（25.9％減）の減収、セグメント利益は 2千 9百万円と前年同期比 1億 4千 6百万円（83.4％

減）の減益となりました。 
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(2) 財政状態に関する説明 

  （資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前期末比 45 億 3千 4百万円増加し、648 億 2

千万円となりました。 

このうち、流動資産は、売上債権や棚卸資産の増加などにより、前期末比 33 億 5 千 4 百万円

増加し、312 億 1 千 6百万円となりました。固定資産は、土地の減損による減少はあったものの、

設備投資や投資有価証券の取得などにより、前期末比 11 億 8 千万円増加し、336 億 3 百万円と

なりました。 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前期末比 24 億 6 千 9 百万円増加し、437 億 5

千 3百万円となりました。 

このうち、流動負債は、短期借入金が増加したことなどにより、前期末比 19 億 1 千 6 百万円

増加し、291 億 5 千 5百万円となりました。固定負債は、長期借入金を調達したことなどにより、

前期末比 5億 5千 2百万円増加し、145 億 9 千 8百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純利益の計上に加え、円安に伴う為替換算調

整勘定の増加などにより、前期末比 20 億 6 千 5 百万円増加し、210 億 6 千 6 百万円となりまし

た。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 30.2％から 0.9 ポイント改善し、31.1％と

なりました。 

 

  （キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加な

ど運転収支の悪化により、10 億 5 千 6 百万円の支出（前年同期は 1 億 7 百万円の収入）となり

ました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や投資有価証券等の取得などによ

り、14 億 6千 8百万円の支出（前年同期は 18 億 6千 7百万円の支出）となりました。財務活動

によるキャッシュ・フローは、長短借入金の増加などにより、25 億 3 千 2 百万円の収入（前年

同期は 16 億 9 千 5 百万円の収入）となりました。この結果、現金及び現金同等物の四半期末残

高は、前期末比 2億 3千 5百万円増加して 41 億 4千 8百万円となりました。 
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(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  当社グループの今後の見通しにつきましては、輸出環境は引き続き改善傾向にあるものの、デジ

タル家電市場の回復になお時間を要することが見込まれるほか、中国を中心とした新興国の景気減

速や原材料価格の更なる上昇が懸念されます。 

このような状況を踏まえ、平成 25 年５月 14 日に公表いたしました通期の連結業績予想を以下の

とおり修正いたします。 

 
平成26年3月期 通期連結業績予想数値(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) 

  （単位：百万円） 

 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

前回発表予想(Ａ) 
（平成25年5月14日発表） 

54,000 2,300 2,100 1,000 12円21銭

今回修正予想(Ｂ) 54,000 1,700 1,800 900 10円99銭

増減額(Ｂ－Ａ) 0 △600 △300 △100 ―

増減率(％) 0.0 △26.1 △14.3 △10.0 ―

前期(平成25年3月期)実績 50,779 1,080 1,113 466 5円69銭

 
 

2. サマリー情報（その他）に関する情報 

(1) 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 

 一部の連結子会社については、当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。 
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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 4,872 5,191

受取手形及び売掛金 13,706 16,342

商品及び製品 4,955 5,300

仕掛品 1,611 1,478

原材料及び貯蔵品 1,823 2,011

その他 989 997

貸倒引当金 △94 △104

流動資産合計 27,862 31,216

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 6,451 6,932

土地 14,063 13,518

その他（純額） 6,625 6,914

有形固定資産合計 27,139 27,365

無形固定資産 403 515

投資その他の資産   

その他 5,053 5,956

貸倒引当金 △173 △233

投資その他の資産合計 4,879 5,723

固定資産合計 32,423 33,603

資産合計 60,285 64,820
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（単位：百万円）

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 9,862 9,732

短期借入金 14,019 16,017

未払法人税等 276 144

賞与引当金 504 512

その他 2,575 2,748

流動負債合計 27,239 29,155

固定負債   

長期借入金 6,830 7,752

退職給付引当金 2,904 2,819

役員退職慰労引当金 192 99

再評価に係る繰延税金負債 3,885 3,745

その他 232 182

固定負債合計 14,045 14,598

負債合計 41,284 43,753

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,034 7,034

資本剰余金 2,404 2,404

利益剰余金 3,187 3,732

自己株式 △9 △10

株主資本合計 12,616 13,160

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △90 54

繰延ヘッジ損益 △46 △9

土地再評価差額金 6,938 6,683

為替換算調整勘定 △1,184 272

その他の包括利益累計額合計 5,617 7,000

少数株主持分 767 905

純資産合計 19,001 21,066

負債純資産合計 60,285 64,820
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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：百万円）

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 23,862 26,361

売上原価 18,350 20,343

売上総利益 5,512 6,018

販売費及び一般管理費 5,068 5,475

営業利益 443 542

営業外収益   

受取利息 20 24

受取配当金 40 58

為替差益 － 137

その他 112 160

営業外収益合計 172 381

営業外費用   

支払利息 128 129

為替差損 58 －

その他 62 78

営業外費用合計 249 208

経常利益 366 715

特別利益   

固定資産売却益 － 21

特別利益合計 － 21

特別損失   

固定資産除却損 － 29

投資有価証券等評価損 41 －

減損損失 1 457

特別退職金 － 169

特別損失合計 43 657

税金等調整前四半期純利益 323 79

法人税、住民税及び事業税 306 225

法人税等調整額 △218 △693

法人税等合計 87 △468

少数株主損益調整前四半期純利益 235 547

少数株主利益 90 94

四半期純利益 145 453
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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：百万円）

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 235 547

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △247 148

繰延ヘッジ損益 1 36

為替換算調整勘定 148 1,523

その他の包括利益合計 △96 1,708

四半期包括利益 138 2,256

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 44 2,091

少数株主に係る四半期包括利益 94 164
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 323 79

減価償却費 1,176 1,256

減損損失 1 457

退職給付引当金の増減額（△は減少） 108 △100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25 △93

賞与引当金の増減額（△は減少） 37 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 59

受取利息及び受取配当金 △60 △83

支払利息 128 129

特別退職金 － 169

固定資産除却損 － 29

固定資産売却損益（△は益） － △21

投資有価証券等評価損益（△は益） 41 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,207 △2,258

たな卸資産の増減額（△は増加） 359 110

仕入債務の増減額（△は減少） △272 △477

その他 △141 257

小計 468 △478

利息及び配当金の受取額 75 93

利息の支払額 △131 △136

特別退職金の支払額 － △169

法人税等の支払額 △306 △366

営業活動によるキャッシュ・フロー 107 △1,056

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,130 △1,469

有形固定資産の売却による収入 3 227

投資有価証券等の取得による支出 △422 △292

投資有価証券等の売却による収入 17 2

貸付けによる支出 △2 △5

貸付金の回収による収入 258 5

その他 △591 63

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,867 △1,468
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（単位：百万円）

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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △196 1,656

長期借入れによる収入 3,800 3,000

長期借入金の返済による支出 △1,430 △1,873

社債の償還による支出 △200 －

配当金の支払額 △163 △163

その他 △113 △86

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,695 2,532

現金及び現金同等物に係る換算差額 21 228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42 235

現金及び現金同等物の期首残高 4,377 3,912

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,334 4,148
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(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) 

該当事項はありません。 

 

(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又は損失の金額に関する情報 

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) 

 

報告セグメント 

 機能製品 
(百万円) 

電子・光学
製品 

(百万円) 

建材関連 
(百万円) 

エンジニア
リング 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

調整額 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

売上高    

 外部顧客への売上高 11,871 6,167 4,399 1,497 23,934 △72 23,862

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

73 3 3 1,612 1,691 △1,691 ―

計 11,944 6,170 4,402 3,109 25,625 △1,763 23,862

セグメント利益又は 
損失(△) 

1,240 △766 86 175 734 △368 366

(注) １ 外部顧客への売上高の調整額には、決算日の異なる連結会社間取引の調整額及び請負工事に係る収益

計上のうち工事進行基準に基づく売上高が含まれております。 

２ セグメント利益の調整額には、棚卸資産に係る未実現損益及び各セグメントに配分していない一般管

理費が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

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) 

 

報告セグメント 

 機能製品 
(百万円) 

電子・光学
製品 

(百万円) 

建材関連 
(百万円) 

エンジニア
リング 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

調整額 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

売上高    

 外部顧客への売上高 12,497 6,961 4,785 1,731 25,974 387 26,361

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

12 2 2 572 588 △588 ―

計 12,509 6,963 4,787 2,303 26,562 △201 26,361

セグメント利益又は 
損失(△) 

1,103 △475 71 29 729 △14 715

(注) １ 外部顧客への売上高の調整額には、決算日の異なる連結会社間取引の調整額及び請負工事に係る収益

計上のうち工事進行基準に基づく売上高が含まれております。 

２ セグメント利益の調整額には、棚卸資産に係る未実現損益及び各セグメントに配分していない一般管

理費が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 
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  ２ 報告セグメントの変更等に関する事項 

当社は、事業・開発体制を一層強化し、連携・シナジー効果の促進、更には経営効率の向上と戦 

略機能の強化を図るため、平成25年４月１日付で組織変更しております。 

この組織変更に伴い、第１四半期連結会計期間より、従来の「化成品関連製品」「フィルム・ 

シート製品」「電子材料製品」「建材関連」及び「エンジニアリング」の５区分から、「機能製 

品」「電子・光学製品」「建材関連」及び「エンジニアリング」の４区分に報告セグメントを変更 

しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントに基づき作成し 

ております。 

 

(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。 
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