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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年６月30日）

（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 ％

27年３月期第１四半期 4,357 12.9 770 78.5 768 34.7 471 48.5

26年３月期第１四半期 3,858 22.0 431 △8.1 570 16.3 317 8.4
(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 294百万円(△50.3％) 26年３月期第１四半期 592百万円( 31.4％)
　

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

27年３月期第１四半期 133.78 ―

26年３月期第１四半期 90.06 ―
　
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第１四半期 16,602 10,120 60.7

26年３月期 17,133 10,004 58.3
(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 10,078百万円 26年３月期 9,981百万円
　
　

　
２．配当の状況

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

26年３月期 ― 55.00 ― 55.00 110.00

27年３月期 ―

27年３月期(予想) 70.00 ― 70.00 140.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　
　

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 9,000 16.1 1,700 52.5 1,700 33.0 1,100 42.2 311.87

通期 18,500 12.3 3,600 32.1 3,600 21.4 2,400 36.1 680.43
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　
　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期１Ｑ 3,527,400株 26年３月期 3,527,400株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 233株 26年３月期 233株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 3,527,167株 26年３月期１Ｑ 3,527,265株
　
　

※ 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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

※ 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。
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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１四半期連結累計期間における世界経済は、米国景気が緩やかに拡大し、中国景気はインフレ・住宅価格

の上昇が一服し概ね順調に推移し、また欧州景気も持ち直しております。一方で、米国の利上げ見通しやウクラ

イナ、イラクなど局所的危機、中国の理財商品やシャドーバンキングの金融不安、タイの国内混乱継続等世界経

済の下押しリスク要因があります。また、日本経済におきましては、アベノミクス効果による景気回復やインフ

レが進行しつつありますが、日銀の量的緩和終了や消費増税等の先行きに不透明感もあります。

このような状況のもと、当社グループの業績は、海外における薬品の販売が好調に推移したことにより、売上

高は4,357百万円（前年同期比12.9％増）となりました。この結果、営業利益は770百万円（前年同期比78.5％

増）、経常利益は768百万円（前年同期比34.7％増）、四半期純利益は471百万円（前年同期比48.5％増）とそれぞ

れ前年同期を上回りました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（薬品事業）

薬品事業におきましては、中国、台湾、韓国におけるプリント配線板用めっき薬品の販売が好調に推移し、中

国では、自動車用めっき薬品の販売も順調に推移しました。この結果、売上高は3,373百万円（前年同期比22.5

％増）、セグメント利益は、1,109百万円（前年同期比62.7％増）と前年を大きく上回りました。

（装置事業）

装置事業におきましては、一部の顧客において設備投資に前向きな動きが見られ始めたものの、売上高は833

百万円（前年同期比13.2％減）となりました。この結果、セグメント利益は41百万円（前年同期比44.4％減）と

前年を下回りました。

（新規事業）

新規事業におきましては、プラズマ装置の販売は前年を下回ったものの、太陽光発電設備の売上計上により、

売上高は150百万円（前年同期比4.1％増）となりました。この結果、セグメント損失は113百万円（前年同期は

セグメント損失126百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ531百万円（3.1％）減少し、16,602百万

円となりました。

流動資産は、主に借入金の返済や配当金の支払による現金及び預金の減少により870百万円（7.2％）減少し、

11,178百万円となりました。

固定資産は、主に北海道滝川市の太陽光発電設備建設や韓国、ベトナムの新工場建設に伴う建設仮勘定の増加

により、338百万円（6.7％）増加し、5,423百万円となりました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ647百万円（9.1％）減少し、6,482百万

円となりました。

流動負債は、主に借入返済による短期借入金の減少や賞与支給に伴う賞与引当金の減少により479百万円（9.4

％）減少し、4,615百万円となりました。

固定負債は、主に借入返済による長期借入金の減少により168百万円（8.3％）減少し、1,866百万円となりま

した。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、主に四半期純利益の計上による利益剰余金の増加と為替換算調

整勘定の減少により、前連結会計年度末に比べ115百万円（1.2％）増加し、10,120百万円となりました。
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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

　連結業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間の結果を踏まえ、平成26年５月９日の「平成26年３月

期 決算短信」で公表いたしました通期の業績予想を以下のとおり修正いたしました。

　なお、詳細につきましては、本日（平成26年８月４日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。

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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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,993,948 4,059,220

受取手形及び売掛金 4,527,949 4,757,886

商品及び製品 881,318 914,103

仕掛品 62,845 61,543

原材料及び貯蔵品 329,282 341,483

繰延税金資産 339,086 251,693

その他 1,010,465 899,415

貸倒引当金 △95,314 △106,409

流動資産合計 12,049,580 11,178,937

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,649,283 1,630,451

機械装置及び運搬具（純額） 236,091 221,391

工具、器具及び備品（純額） 346,947 390,930

土地 522,824 522,824

リース資産（純額） 142,333 137,676

建設仮勘定 341,030 608,001

有形固定資産合計 3,238,509 3,511,275

無形固定資産

のれん 93,598 84,166

その他 43,906 43,403

無形固定資産合計 137,505 127,570

投資その他の資産

投資有価証券 1,296,283 1,326,180

繰延税金資産 90,533 94,102

その他 321,513 364,130

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,708,330 1,784,413

固定資産合計 5,084,345 5,423,259

資産合計 17,133,925 16,602,196
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,145,179 1,967,191

短期借入金 273,049 148,348

1年内返済予定の長期借入金 521,004 502,008

リース債務 14,533 14,578

未払法人税等 592,744 434,781

賞与引当金 282,308 169,319

工事損失引当金 13,962 13,962

前受金 341,696 432,338

繰延税金負債 24,378 32,626

その他 886,249 900,462

流動負債合計 5,095,106 4,615,616

固定負債

長期借入金 861,227 665,454

リース債務 162,590 158,502

退職給付に係る負債 732,704 763,657

資産除去債務 180,172 181,000

その他 97,871 97,871

固定負債合計 2,034,566 1,866,486

負債合計 7,129,672 6,482,103

純資産の部

株主資本

資本金 1,176,255 1,176,255

資本剰余金 1,128,904 1,128,904

利益剰余金 6,785,486 7,063,356

自己株式 △714 △714

株主資本合計 9,089,931 9,367,802

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 131,814 149,105

為替換算調整勘定 759,494 561,552

その他の包括利益累計額合計 891,309 710,657

少数株主持分 23,013 41,633

純資産合計 10,004,253 10,120,093

負債純資産合計 17,133,925 16,602,196
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 3,858,717 4,357,493

売上原価 2,038,365 1,948,823

売上総利益 1,820,351 2,408,670

販売費及び一般管理費

給料及び手当 481,360 538,646

賞与 155,536 158,117

退職給付費用 30,516 33,256

減価償却費 57,597 61,160

貸倒引当金繰入額 - 15,506

その他 663,871 831,625

販売費及び一般管理費合計 1,388,882 1,638,313

営業利益 431,469 770,356

営業外収益

受取利息 6,004 6,364

受取配当金 18,529 18,309

為替差益 115,710 -

持分法による投資利益 - 26

助成金収入 293 -

貸倒引当金戻入額 5,322 -

その他 2,527 2,145

営業外収益合計 148,386 26,844

営業外費用

支払利息 7,469 7,038

為替差損 - 20,778

持分法による投資損失 102 -

その他 1,408 629

営業外費用合計 8,980 28,446

経常利益 570,875 768,754

特別利益

固定資産売却益 531 617

特別利益合計 531 617

特別損失

固定資産売却損 63 -

固定資産除却損 102 17

持分変動損失 2,906 -

投資有価証券評価損 - 467

特別損失合計 3,072 484

税金等調整前四半期純利益 568,334 768,887

法人税、住民税及び事業税 90,104 214,073

法人税等調整額 165,994 78,099

法人税等合計 256,098 292,173

少数株主損益調整前四半期純利益 312,235 476,714

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,433 4,849

四半期純利益 317,669 471,864
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 312,235 476,714

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 27,521 17,290

為替換算調整勘定 251,891 △199,622

持分法適用会社に対する持分相当額 737 48

その他の包括利益合計 280,151 △182,283

四半期包括利益 592,387 294,430

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 596,749 291,213

少数株主に係る四半期包括利益 △4,362 3,217
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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）

　 株主資本の金額は、前連結会計年度末に比して著しい変動がないため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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)

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)

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

薬品事業 装置事業 新規事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,753,969 960,138 144,608 3,858,717 ― 3,858,717

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 269 269 △269 ―

計 2,753,969 960,138 144,878 3,858,986 △269 3,858,717

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

682,171 74,199 △126,930 629,440 △197,971 431,469

(注) １．調整額の内容は次のとおりであります。

セグメント利益 (単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 1,042

全社費用※ △199,013

合計 △197,971

※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。

２．セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

２．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)

該当事項はありません。

(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。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自平成26年４月１日 至平成26年６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)

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

薬品事業 装置事業 新規事業 計

売上高

外部顧客への売上高 3,373,243 833,673 150,575 4,357,493 ― 4,357,493

セグメント間の内部
売上高又は振替高

- ― 280 280 △280 ―

計 3,373,243 833,673 150,856 4,357,774 △280 4,357,493

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

1,109,952 41,248 △113,739 1,037,462 △267,106 770,356

(注) １．調整額の内容は次のとおりであります。

セグメント利益 (単位：千円)

当第１四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 1,392

全社費用※ △268,498

合計 △267,106

※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。

２．セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

２．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)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

銀座鈴蘭堂化粧品股份有限公司へ増資したことに伴い、「新規事業」において、のれんが発生しておりま

す。なお当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間において、11,542千円であります。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。
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