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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 20,007 7.0 1,143 △7.8 1,266 △5.4 973 19.0
25年3月期第3四半期 18,690 1.9 1,239 51.0 1,338 41.1 818 4.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,681百万円 （53.2％） 25年3月期第3四半期 1,097百万円 （129.0％）

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 13.57 ―
25年3月期第3四半期 11.40 ―

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 45,004 37,417 80.5
25年3月期 43,825 36,254 80.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 36,231百万円 25年3月期 35,200百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年3月期 ― 3.00 ―
26年3月期（予想） 3.00 6.00

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 26,600 6.8 1,350 △11.6 1,470 △16.1 1,100 △0.2 15.32



(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 ： 無 

(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、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は終了していません。 

※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。 

※ 注記事項

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 89,983,085 株 25年3月期 89,983,085 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 18,215,085 株 25年3月期 18,196,580 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 71,777,981 株 25年3月期3Q 71,796,410 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国経済政策の行方や欧州債務問題の長期化、新

興国の経済成長の減速など海外経済に不透明感があり、国内においては消費税増税後の景気減速懸念

等、不透明な状況が残るものの、政府の積極的な経済・金融政策の影響により円安株高が進行し、緩や

かな回復基調で推移いたしました。 

このような経済環境のもと、当社グループは事業環境の変化に対応し、新規顧客の獲得やきめ細かい

技術指導等を提供するなど積極的な営業活動を行ってまいりました。 

化学品事業においては、自動車関連向け及び建設機械向け樹脂が一部業種では回復の兆しがあるもの

の、依然低調に推移いたしました。一方、電子材料向け樹脂は当第３四半期連結累計期間後半において

ユーザーでの在庫調整の影響を受け、需要が減少しておりますが、半導体向けや液晶向けだけでなく、

その周辺部材への製品開発や販路開拓に注力した結果、高付加価値製品を中心に堅調に推移いたしまし

た。住宅関連向け樹脂は住宅着工件数の増加に伴い好調に推移いたしました。また、在外子会社の売上

高も堅調に推移した結果、売上高は増加いたしました。 

食品事業においては、異性化糖だけでなく、ピュアトース等の高付加価値製品の拡販に注力した結

果、売上高は増加いたしました。 

不動産活用業においては、前年同期並みに推移いたしました。 

以上の結果、当社グループの売上高は、前年同期比7.0％増加の20,007百万円となりました。 

利益面では、生産効率の向上に取り組み、ユーティリティ関連を中心としたコスト削減活動に努めた

ことに加え、高付加価値製品の販売の伸張等による利益貢献の高まりがありましたが、円安の進行によ

る輸入原材料価格の上昇等の影響を受け、営業利益は前年同期比7.8％減少の1,143百万円、経常利益は

前年同期比5.4％減少の1,266百万円となりました。四半期純利益につきましては、前年同期においては

投資有価証券評価損を特別損失に計上したことにより818百万円でありましたが、当第３四半期連結累

計期間は973百万円と前年同期比19.0％の増益となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末と比べ1,179百万円増加し、45,004百万

円となりました。これは、売上高の増加により現預金及び売上債権が増加したことに加え、有価証券が

時価上昇により増加したためであります。 

負債合計は前連結会計年度末と比べ16百万円増加し、7,587百万円となりました。これは、設備関係

の未払金及び借入金が減少しましたが、売上高の増加により仕入債務が増加したことに加え、有価証券

の時価上昇により繰延税金負債が増加したためであります。 

純資産合計は前連結会計年度末と比べ1,163百万円増加し、37,417百万円となりました。これは、配

当金の支払いがあったものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことに加え、その他有

価証券評価差額金が有価証券の時価上昇により増加し、為替換算調整勘定が円安により増加したためで

あります。 

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年5月15日発表の通期の数値から変更はあり

ません。 

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

（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
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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：百万円)

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 4,616 5,493

受取手形及び売掛金 7,670 8,080

有価証券 584 582

商品及び製品 2,135 2,134

仕掛品 20 77

原材料及び貯蔵品 956 1,099

その他 556 448

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 16,539 17,914

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,163 20,227

減価償却累計額及び減損損失累計額 △13,692 △13,950

建物及び構築物（純額） 6,470 6,276

機械装置及び運搬具 25,783 26,032

減価償却累計額及び減損損失累計額 △22,370 △23,089

機械装置及び運搬具（純額） 3,412 2,943

土地 7,646 7,646

リース資産 59 134

減価償却累計額 △33 △47

リース資産（純額） 26 87

建設仮勘定 780 876

その他 2,494 2,546

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,217 △2,234

その他（純額） 276 312

有形固定資産合計 18,612 18,142

無形固定資産 24 15

投資その他の資産   

投資有価証券 7,575 8,091

その他 1,156 923

貸倒引当金 △83 △82

投資その他の資産合計 8,648 8,932

固定資産合計 27,285 27,090

資産合計 43,825 45,004
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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   

買掛金 3,309 3,756

1年内返済予定の長期借入金 259 259

未払金 968 676

未払法人税等 134 82

賞与引当金 195 104

課徴金引当金 83 －

その他 86 202

流動負債合計 5,037 5,082

固定負債   

長期借入金 759 574

退職給付引当金 981 983

環境対策引当金 16 16

その他 775 930

固定負債合計 2,533 2,505

負債合計 7,571 7,587

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 25,689 25,689

利益剰余金 8,686 9,229

自己株式 △4,716 △4,724

株主資本合計 34,660 35,193

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 714 999

為替換算調整勘定 △173 37

その他の包括利益累計額合計 540 1,037

少数株主持分 1,053 1,186

純資産合計 36,254 37,417

負債純資産合計 43,825 45,004
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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：百万円)

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 18,690 20,007

売上原価 15,190 16,571

売上総利益 3,499 3,436

販売費及び一般管理費 2,259 2,292

営業利益 1,239 1,143

営業外収益   

受取利息 70 55

受取配当金 36 39

負ののれん償却額 5 －

その他 29 46

営業外収益合計 142 141

営業外費用   

支払利息 14 5

持分法による投資損失 0 0

その他 30 12

営業外費用合計 44 18

経常利益 1,338 1,266

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 24 －

保険差益 － 6

特別利益合計 25 6

特別損失   

固定資産処分損 36 12

投資有価証券評価損 214 －

会員権評価損 6 0

特別損失合計 257 12

税金等調整前四半期純利益 1,106 1,260

法人税、住民税及び事業税 107 153

法人税等調整額 89 50

法人税等合計 196 204

少数株主損益調整前四半期純利益 909 1,056

少数株主利益 90 82

四半期純利益 818 973
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 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：百万円)

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 909 1,056

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 128 285

為替換算調整勘定 60 321

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 18

その他の包括利益合計 187 624

四半期包括利益 1,097 1,681

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 979 1,470

少数株主に係る四半期包括利益 117 210
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該当事項はありません。 

  

  

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) 

該当事項はありません。 

  

  

（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）
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