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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による経済政策や金融緩和政策などによる景気回復基

調が見られ、個人消費は持ち直し傾向にあると言われるものの、消費税率の引き上げを背景として、先行きは不透

明な状況となっております。 

このようななか当社グループは、景気回復の影響から自動車産業および建材産業は在庫調整も一巡し概ね堅調

に推移したものの、家電産業向けは引き続き在庫調整の影響もあって厳しい状況となりました。東南アジア地区は売

上高増となりましたが、経費等の膨らみもあり収益面では厳しい状況となりました。一方、中国は日系自動車メーカー

の販売回復等を受け回復基調となったものの、全体としては事業環境は依然として厳しい状況が続きました。 

このような結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は 30,578 百万円（前期比 2.6％増）、経常

利益は 349 百万円（前期比 31.9％減）、四半期純利益は 280 百万円（前期比 295.4％増）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、上期に見られた在庫調整の動きが概ね一巡し、秋口以降は全般的に堅調に推移しております。 

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、建材産業向けが堅調で、当初見込みを上回る

動きとなっております。樹脂用着色剤部門は、自動車産業向けや建材産業向けが堅調に推移しておりますが、液晶

関連の一部では依然として在庫調整の影響から脱し切れない状況です。最後に、加工カラー部門は、建材産業向

けを中心に下期に入り緩やかな回復傾向にあります。 

この結果、当第 3 四半期連結累計期間の売上高は 17,361 百万円（前期比 4.0％減）、営業利益は 53 百万円（前

期比 67.8％減）となりました。 

 

東南アジア 

   東南アジアは、車両関係需要が堅調で円安の影響もあって、当第３四半期連結累計期間の売上高は 12,663 百

万円（前期比 11.7％増）となりました。一方、営業利益は第１四半期におけるインドネシア第二工場建設に伴う追加

工事費用の影響等から 250 百万円（前期比 20.7％減）となりました。 

 

その他 

その他は、中国での日系自動車関連の緩やかな回復を受け黒字基調に転じており、当第３四半期連結累計期間

の売上高は 553 百万円（前期比 41.1％増）、営業利益は 7 百万円（前期営業損失 20 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３四半期連結累計期間末の総資産は 25,929 百万円と前期末の 24,208 百万円に比べ 1,721 百万円の増加

となりました。 

資産のうち流動資産は 13,871 百万円と前期末の 12,709 百万円に比べ 1,161 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387百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が828百万円、製品、原材料及び貯蔵

品が 713 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 12,058 百万円と前期末の 11,499 百万円に比べ 559 百万円の増加となりました。この主な要因は投資

有価証券が 514 百万円増加したことなどによるものです。 

負債合計は 14,728 百万円と前期末の 13,775 百万円に比べ 953 百万円の増加となりました。負債のうち流動負債

は 11,333 百万円と前期末の 10,567 百万円に比べ 766 百万円の増加となりました。この主な要因は支払手形及び買

掛金が 934 百万円増加したことなどによるものです。固定負債は 3,394 百万円と前期末の 3,207 百万円に比べ 187

百万円の増加となりました。この主な要因は繰延税金負債が 150 百万円増加したことなどによるものです。また、純

資産合計は 11,201 百万円と前期末の 10,433 百万円に比べ 767 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 月期における通期の業績予想につきましては、平成 25 年 10 月 23 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 (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 18,089,086 11,334,220 29,423,306 392,262 29,815,568 － 29,815,568

　セグメント間の内部売上高 106,800 － 106,800 － 106,800 △ 106,800 －

18,195,886 11,334,220 29,530,107 392,262 29,922,369 △ 106,800 29,815,568

セグメント利益又は損失（△） 167,118 316,002 483,121 △ 20,201 462,920 － 462,920

(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 (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 17,361,557 12,663,700 30,025,257 553,286 30,578,544 － 30,578,544

　セグメント間の内部売上高 112,358 － 112,358 11,214 123,572 △ 123,572 －

17,473,915 12,663,700 30,137,615 564,501 30,702,116 △ 123,572 30,578,544

セグメント利益 53,876 250,440 304,317 7,091 311,409 － 311,409

(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

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）

計

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
報告セグメント
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