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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 19,887 4.6 1,008 △25.9 1,059 △19.2 638 △27.5
25年3月期第3四半期 19,005 3.2 1,360 56.5 1,310 71.1 880 144.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,722百万円 （95.2％） 25年3月期第3四半期 882百万円 （339.3％）

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3四半期 77.00 ―
25年3月期第3四半期 106.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 32,807 19,124 55.7
25年3月期 31,778 17,691 53.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 18,274百万円 25年3月期 16,996百万円

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 ― 35.00 35.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 35.00 35.00

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 ： 無  

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 27,500 4.0 1,700 4.1 1,600 2.2 1,000 3.3 120.68



(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、添付資料３ページ「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、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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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及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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「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
②①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3Q 8,300,000 株 25年3月期 8,300,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 13,702 株 25年3月期 13,682 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 8,286,301 株 25年3月期3Q 8,286,355 株
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当第３四半期連結累計期間における経済情勢は、国内では景気が緩やかな回復基調で推移したもの

の、海外では中国をはじめとするアジア新興国の景気が減速するなど、引き続き先行き不透明かつ厳し

い状況にありました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、中国・東南アジア市場での事業拡大を推進するため

に、グループ間の連携を高め、販売・開発・生産体制の強化に取組むとともに、新製品の開発や新規事

業の早期立上げに注力してまいりました。 

ケミカルズについては、粘着剤関連製品の販売が前年同期の水準に至りませんでしたが、微粉体製品

および中国市場における特殊機能材製品の販売が堅調に推移したことや円安の影響により、売上高は前

年同期を上回りました。装置システムについては、工事完成高が増加したことにより、売上高は前年同

期を上回りました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、198億87百万円（前年同期比4.6％増）となり

ました。利益面では、原材料価格の上昇、海外事業拠点の拡充や新規事業の強化による販売費及び一般

管理費の増加等により、経常利益は10億59百万円（前年同期比19.2％減）、四半期純利益は6億38百万

円（前年同期比27.5％減）となりました。 

セグメントの状況は、以下のとおりです。  

＜ケミカルズ＞   

ケミカルズについては、売上高は178億10百万円（前年同期比3.9％増）となりました。製品別の状況

は、以下のとおりです。 

粘着剤関連製品は、両面テープ等の一般用途向けの販売は堅調に推移したものの、フラットパネル・

ディスプレイ関連用途向けの販売数量が前年同期を下回り、売上高は93億65百万円（前年同期比2.3％

減）となりました。 

微粉体製品は、情報記録材用途、中国市場における光拡散フィルム用途向けの販売数量が増加し、売

上高は18億27百万円（前年同期比14.1％増）となりました。 

特殊機能材製品は、中国市場における電子材料用途向けの販売数量が増加し、売上高は27億77百万円

（前年同期比19.2％増）となりました。 

加工製品は、中国市場における機能性粘着テープの販売数量が減少したものの円安の影響により、売

上高は38億40百万円（前年同期比5.7％増）となりました。 

＜装置システム＞  

装置システムについては、国内での設備投資に持ち直しの動きが見られ、工事完成高は前年同期を上

回り、売上高は20億77百万円（前年同期比11.9％増）となりました。 

  

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
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当第３四半期連結会計期間末（以下「当期末」という。）の総資産は、前連結会計年度末（以下「前

期末」という。）に比べて10億29百万円増加し、328億7百万円となりました。 

流動資産は、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したものの、現金及び預金、有価証券が減少し

たことなどにより、前期末に比べ3億15百万円減少し、176億21百万円となりました。 

固定資産は、設備投資などにより、前期末に比べ13億44百万円増加し、151億85百万円となりまし

た。 

一方、負債については短期借入金、長期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金、未払法人税

等、賞与引当金が減少したことなどにより、前期末に比べ4億4百万円減少し、136億82百万円となりま

した。 

当期末における純資産は、利益剰余金、為替換算調整勘定の増加などにより、前期末に比べ14億33百

万円増加し191億24百万円となりました。 

これらにより、自己資本比率は前期末53.5％から2.2ポイント増加し55.7％となりました。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年11月５日に公表いたしました業績予想から修正

は行っておりません。  

  

該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

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する方法によっております。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,687,170 3,144,942

受取手形及び売掛金 8,214,227 8,724,470

有価証券 1,699,993 1,099,957

商品及び製品 2,721,134 2,833,972

仕掛品 29,341 113,071

原材料及び貯蔵品 937,857 1,073,992

繰延税金資産 371,458 340,542

その他 275,916 290,422

流動資産合計 17,937,099 17,621,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,367,906 11,989,166

減価償却累計額 △5,177,776 △5,621,511

建物及び構築物（純額） 6,190,130 6,367,654

機械装置及び運搬具 13,480,689 14,055,703

減価償却累計額 △10,099,004 △10,732,322

機械装置及び運搬具（純額） 3,381,685 3,323,380

土地 1,190,757 1,211,598

建設仮勘定 570,504 1,432,932

その他 1,545,678 1,708,142

減価償却累計額 △1,175,934 △1,298,593

その他（純額） 369,743 409,549

有形固定資産合計 11,702,821 12,745,115

無形固定資産   

その他 196,316 229,005

無形固定資産合計 196,316 229,005

投資その他の資産   

投資有価証券 709,246 811,670

関係会社出資金 372,207 427,222

繰延税金資産 477,468 459,416

その他 385,186 568,913

貸倒引当金 △2,280 △55,648

投資その他の資産合計 1,941,828 2,211,574

固定資産合計 13,840,967 15,185,695

資産合計 31,778,066 32,807,067
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,024,729 5,832,805

短期借入金 2,204,161 2,512,810

1年内返済予定の長期借入金 136,900 420,288

未払法人税等 597,296 1,178

賞与引当金 550,399 270,057

完成工事補償引当金 19,300 9,300

工事損失引当金 552 2,684

役員賞与引当金 48,400 24,750

その他 1,652,084 1,620,073

流動負債合計 11,233,823 10,693,946

固定負債   

長期借入金 1,273,800 1,449,707

退職給付引当金 1,300,747 1,317,985

その他 278,517 220,990

固定負債合計 2,853,065 2,988,682

負債合計 14,086,888 13,682,629

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,361,563 3,361,563

資本剰余金 3,402,816 3,402,816

利益剰余金 9,952,616 10,300,657

自己株式 △10,972 △10,997

株主資本合計 16,706,023 17,054,039

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 163,843 231,519

為替換算調整勘定 126,667 988,785

その他の包括利益累計額合計 290,510 1,220,304

少数株主持分 694,643 850,094

純資産合計 17,691,178 19,124,438

負債純資産合計 31,778,066 32,807,067
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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24年４月１日 
  至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年12月31日) 

売上高 19,005,688 19,887,930

売上原価 12,814,630 13,600,726

売上総利益 6,191,058 6,287,203

販売費及び一般管理費 4,831,052 5,278,794

営業利益 1,360,005 1,008,409

営業外収益   

受取利息及び配当金 22,282 28,040

持分法による投資利益 15,996 17,450

為替差益 15,544 77,209

補助金収入 15,203 60,868

雑収入 54,142 65,551

営業外収益合計 123,170 249,121

営業外費用   

支払利息 140,581 158,463

雑損失 31,696 39,625

営業外費用合計 172,277 198,089

経常利益 1,310,898 1,059,442

特別利益   

固定資産売却益 451 －

特別利益合計 451 －

特別損失   

固定資産売却損 － 59

固定資産除却損 9,005 15,411

ゴルフ会員権評価損 2,890 －

投資有価証券評価損 1,283 －

子会社整理損 － 27,848

特別損失合計 13,179 43,319

税金等調整前四半期純利益 1,298,169 1,016,123

法人税等 376,104 336,431

少数株主損益調整前四半期純利益 922,065 679,691

少数株主利益 41,945 41,630

四半期純利益 880,120 638,061

綜研化学株式会社(4972)　平成26年３月期　第３四半期決算短信

―6―



  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24年４月１日 
  至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 922,065 679,691

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,966 67,676

為替換算調整勘定 △14,881 914,549

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,944 60,504

その他の包括利益合計 △39,791 1,042,730

四半期包括利益 882,273 1,722,422

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 844,177 1,567,855

少数株主に係る四半期包括利益 38,096 154,566
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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24年４月１日  至  平成24年12月31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 

  (注)１．セグメント利益又は損失の調整額55,736千円は、セグメント間取引消去であります。 

  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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31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 

  (注)１．セグメント利益又は損失の調整額30,552千円は、セグメント間取引消去であります。 

  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。 

  

（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）

（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）

【セグメント情報】

(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ケミカルズ 装置システム 計

売上高          

  外部顧客への売上高 17,150,094 1,855,594 19,005,688 － 19,005,688

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

15,810 3,744 19,555 △19,555 －

計 17,165,905 1,859,338 19,025,244 △19,555 19,005,688

セグメント利益又は損失(△) 1,321,090 △16,821 1,304,269 55,736 1,360,005
 

(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ケミカルズ 装置システム 計

売上高          

  外部顧客への売上高 17,810,623 2,077,306 19,887,930 － 19,887,930

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

15,717 136,962 152,679 △152,679 －

計 17,826,341 2,214,268 20,040,609 △152,679 19,887,930

セグメント利益又は損失(△) 1,028,914 △51,056 977,857 30,552 1,008,409
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