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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 5,887 △9.0 49 ― 42 ― 73 ―
23年3月期第2四半期 6,470 8.3 △249 ― △296 ― △392 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △9百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △470百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 6.72 ―
23年3月期第2四半期 △35.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 14,841 9,105 61.3
23年3月期 15,009 9,148 60.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,091百万円 23年3月期  9,136百万円

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

23年3月期 ― 2.00 ― 0.00 2.00
24年3月期 ― 2.00
24年3月期（予想） ― 2.00 4.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 12,900 3.5 200 ― 190 ― 170 ― 15.71



(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P．２ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項（2）四半期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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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仮定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、添付資
料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 11,400,000 株 23年3月期 11,400,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 644,988 株 23年3月期 444,193 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 10,888,547 株 23年3月期2Q 10,956,918 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期におけるわが国経済は、今年３月の東日本大震災による影響や、電力供給不足の問題に加え、米

国・欧州財政問題や経済の先行き不安による円高・株安など、国内外において、厳しい状況で推移いたしました。

 このような状況の中で当社グループは、営業活動やコスト削減活動に全力をあげるとともに、次世代感光性材

料、フラットパネルディスプレイ周辺材料や機能性材料、プリンター用記録材料、医薬中間体の新製品開発、廃棄

物処理の特殊技術開発などに積極的に取り組みました。化成品事業、環境関連事業のいずれも売上高は減少いたし

ましたが、新製品の販売比率が増加したことや徹底したコスト削減を実施したことにより売上原価率が低下し、利

益率が改善いたしました。 

 その結果、当第２四半期の連結業績は、売上高は58億87百万円（前年同四半期比9.0％減）、経常利益は 百万

円（前年同四半期は、経常損失2億96百万円）、四半期純利益は 百万円（前年同四半期は、四半期純損失3億92百

万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は前期末比1億67百万円減の148億41百万円となりました。流動資産は前期末比4億85百

万円増の60億67百万円となりました。主な要因は、新規社債の発行による現金及び預金の増加および売掛債権の増

加であります。固定資産は前期末比6億53百万円減の87億74百万円となりました。主な要因は、減価償却の進行に

よる有形固定資産の減少によるものであります。負債合計は前期末比1億25百万円減の57億36百万円となりまし

た。主な要因は、支払手形及び買掛金および未払金の減少であります。純資産は前期末比42百万円減の91億5百万

円となりました。主な要因は、株価低迷によるその他有価証券評価差額金の減少であります。これにより自己資本

比率は61.3％となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月11日に発表いたしました通期の業績予想の数値から変

更はございません。 

  

  

（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 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

  

（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。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．サマリー情報（その他）に関する事項



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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 875 1,161 

受取手形及び売掛金 2,444 2,649 

有価証券 166 － 

商品及び製品 761 604 

仕掛品 663 871 

原材料及び貯蔵品 348 471 

その他 322 308 

流動資産合計 5,582 6,067 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,593 2,473 

機械装置及び運搬具（純額） 1,778 1,493 

土地 2,991 2,991 

その他（純額） 355 286 

有形固定資産合計 7,719 7,245 

無形固定資産 3 2 

投資その他の資産 1,703 1,526 

固定資産合計 9,427 8,774 

資産合計 15,009 14,841 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 715 662 

短期借入金 542 732 

1年内償還予定の社債 999 999 

未払法人税等 5 16 

賞与引当金 223 163 

その他 881 583 

流動負債合計 3,369 3,158 

固定負債   

社債 1,397 1,797 

長期借入金 532 415 

引当金 140 70 

その他 422 293 

固定負債合計 2,492 2,577 

負債合計 5,861 5,736 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,901 2,901 

資本剰余金 4,421 4,421 

利益剰余金 2,036 2,109 

自己株式 △314 △349 

株主資本合計 9,044 9,082 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 109 19 

繰延ヘッジ損益 △5 △9 

為替換算調整勘定 △12 △1 

その他の包括利益累計額合計 91 9 

新株予約権 12 13 

純資産合計 9,148 9,105 

負債純資産合計 15,009 14,841 



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,470 5,887 

売上原価 6,007 5,234 

売上総利益 463 652 

販売費及び一般管理費 712 603 

営業利益又は営業損失（△） △249 49 

営業外収益   

受取利息 11 8 

受取配当金 8 11 

持分法による投資利益 26 22 

償却債権取立益 － 11 

雑収入 27 22 

営業外収益合計 74 75 

営業外費用   

支払利息 40 31 

社債発行費 － 12 

為替差損 49 22 

雑損失 30 14 

営業外費用合計 120 81 

経常利益又は経常損失（△） △296 42 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 39 

特別利益合計 － 39 

特別損失   

工場移転費用 60 － 

投資有価証券評価損 21 － 

その他 3 － 

特別損失合計 85 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△382 82 

法人税等 10 9 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△392 73 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △392 73 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△392 73 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △55 △89 

繰延ヘッジ損益 △2 △3 

為替換算調整勘定 △7 2 

持分法適用会社に対する持分相当額 △13 8 

その他の包括利益合計 △78 △82 

四半期包括利益 △470 △9 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △470 △9 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 



該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

  

３．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 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

 （単位：百万円）

  

報告セグメント 

化成品事業 環境関連事業 計 

売上高       

外部顧客への売上高  5,666  803  6,470

セグメント間の内部売上高又は振替高  2  23  26

計  5,669  827  6,496

セグメント利益又はセグメント損失（△）  △83  △179  △263

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  △263  

セグメント間取引消去  14  

四半期連結損益計算書の営業損失  △249  

 （単位：百万円）

  

報告セグメント 

化成品事業 環境関連事業 計 

売上高       

外部顧客への売上高  5,086  800  5,887

セグメント間の内部売上高又は振替高  0  25  25

計  5,087  826  5,913

セグメント利益又はセグメント損失（△）  55  △15  40



２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

  

３．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 

 該当事項はありません。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  40  

セグメント間取引消去  8  

四半期連結損益計算書の営業利益  49  

（５）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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