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

24年3月期第3四半期 8,109 △14.5 △117 ― △138 ― △113 ―
23年3月期第3四半期 9,490 2.3 △373 ― △430 ― △532 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △194百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △564百万円 （―％）

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3四半期 △10.48 ―
23年3月期第3四半期 △48.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 13,982 8,899 63.5
23年3月期 15,009 9,148 60.9
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,885百万円 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 11,400 △8.5 70 ― 40 ― 80 ― 7.39



(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3Q 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3Q 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3Q 10,844,035 株 23年3月期3Q 10,956,721 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による経済活動停滞から一部回復傾向にあるものの、

欧州金融危機や円高の継続、株安の進行など懸念すべき問題も多く、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。しかしながら、環境関連事業につきましては前年同四半期

に比較して売上高は増加したものの、化成品事業につきましては、主力製品の販売の低迷が続き、売上高は減少い

たしました。 

 その結果、当第３四半期の連結業績は、売上高は81億9百万円（前年同四半期比14.5％減）、経常損失は1億38百

万円（前年同四半期は、経常損失4億30百万円）、四半期純損失は1億13百万円（前年同四半期は、四半期純損失5

億32百万円）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は前期末比10億27百万円減の139億82百万円となりました。流動資産は前期末比1億24百

万円減の54億57百万円となりました。主な要因は、売上債権が減少したことによります。固定資産は前期末比9億2

百万円減の85億24百万円となりました。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7億78百万円減の50億82百万円となりました。主な要因は、未払金の減少であります。

純資産は前期末比2億49百万円減の88億99百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の減少であります。これ

により自己資本比率は63.5％となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年5月11日に「平成23年３月期決算短信」で発表いたしました業績予想を修正しております。詳細につき

ましては、本日（平成24年１月27日）別途発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。  

   

   

（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３四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

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 875 502 

受取手形及び売掛金 2,444 2,160 

有価証券 166 － 

商品及び製品 761 808 

仕掛品 663 1,067 

原材料及び貯蔵品 348 615 

その他 322 303 

流動資産合計 5,582 5,457 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,593 2,405 

機械装置及び運搬具（純額） 1,778 1,337 

土地 2,991 2,991 

その他（純額） 355 292 

有形固定資産合計 7,719 7,027 

無形固定資産 3 2 

投資その他の資産 1,703 1,494 

固定資産合計 9,427 8,524 

資産合計 15,009 13,982 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 715 743 

短期借入金 542 732 

1年内償還予定の社債 999 399 

未払法人税等 5 14 

賞与引当金 223 89 

その他 881 610 

流動負債合計 3,369 2,591 

固定負債   

社債 1,397 1,797 

長期借入金 532 357 

引当金 140 76 

その他 422 260 

固定負債合計 2,492 2,491 

負債合計 5,861 5,082 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 1,901 

自己株式 △314 △349 

株主資本合計 9,044 8,874 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 109 42 

繰延ヘッジ損益 △5 － 

為替換算調整勘定 △12 △31 

その他の包括利益累計額合計 91 11 

新株予約権 12 13 

純資産合計 9,148 8,899 

負債純資産合計 15,009 13,982 



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 9,490 8,109 

売上原価 8,799 7,344 

売上総利益 691 764 

販売費及び一般管理費 1,064 882 

営業損失（△） △373 △117 

営業外収益   

受取利息 16 11 

受取配当金 15 18 

持分法による投資利益 41 20 

償却債権取立益 － 11 

雑収入 36 28 

営業外収益合計 109 90 

営業外費用   

支払利息 58 48 

社債発行費 － 12 

為替差損 67 30 

雑損失 40 20 

営業外費用合計 166 111 

経常損失（△） △430 △138 

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 65 － 

投資有価証券評価損 18 － 

その他 3 2 

特別損失合計 88 2 

税金等調整前四半期純損失（△） △518 △100 

法人税等 14 12 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △532 △113 

四半期純損失（△） △532 △113 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △532 △113 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24 △66 

繰延ヘッジ損益 19 5 

為替換算調整勘定 △15 △3 

持分法適用会社に対する持分相当額 △9 △15 

その他の包括利益合計 △31 △80 

四半期包括利益 △564 △194 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △564 △194 

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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  8,270  1,219  9,490

セグメント間の内部売上高又は振替高  2  36  38

計  8,273  1,255  9,529

セグメント損失（△）  △130  △260  △390

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  △390  

セグメント間取引消去  17  

四半期連結損益計算書の営業損失  △373  

 （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  6,891  1,218  8,109

セグメント間の内部売上高又は振替高  0  43  43

計  6,891  1,261  8,153

セグメント損失（△）  △116  △13  △129



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  △129  

セグメント間取引消去  12  

四半期連結損益計算書の営業損失  △117  

（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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