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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 108,787 △3.4 8,412 △4.9 9,490 △0.6 5,750 △11.7
24年3月期第3四半期 112,606 △0.0 8,844 10.6 9,548 14.4 6,514 16.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 5,419百万円 （16.7％） 24年3月期第3四半期 4,643百万円 （7.6％）

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

25年3月期第3四半期 31.35 ―
24年3月期第3四半期 34.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 157,796 96,612 60.8
24年3月期 156,255 93,207 59.2
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  95,967百万円 24年3月期  92,564百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 153,500 0.7 11,400 2.1 12,100 0.3 8,200 12.0 44.69



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料3ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
半期財務諸表のレビュー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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び業
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3ページの「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
覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 186,682,752 株 24年3月期 186,682,752 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,224,085 株 24年3月期 3,210,666 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 183,465,948 株 24年3月期3Q 186,363,893 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日までの９ヶ月間）におけるわが国経済は、

東日本大震災からの復興需要などの下支えがあるものの、欧州や中国経済に対する不確実性の高まりなど景気下押

し要因も多く、先行きの不透明感が払拭されない状況で推移いたしました。 

 当社グループを取り巻く事業環境につきましても、自動車関連の需要については持ち直しの動きが見られました

が、欧州経済の減速による輸出減、一部合成樹脂関連や家電関連の需要減など、大変厳しい状況にありました。 

 このような事業環境下において、当社グループは、２０１１年度を初年度とする「２０１３中期経営計画」の基

本方針である「技術開発力の強化」、「海外展開の加速」をさらに推進するとともに、適正な製品価格の維持と高

付加価値製品の拡販に取り組む一方で、生産コストの低減を推進するなどの経営努力を積み重ねてまいりました。

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、１０８,７８７百万円と前年同期比３.４％の減収、営業利益

は、８,４１２百万円と前年同期比４.９％の減益、経常利益は、９,４９０百万円と前年同期比０.６％の減益、四

半期純利益は、５,７５０百万円と前年同期比１１.７％の減益となりました。 

  

①機能化学品事業 

 脂肪酸誘導体は、国内・アジア向けを中心に需要が堅調に推移したことにより、前年同期に比べ売上高は増加し

ました。 

 界面活性剤、エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体は、円高による輸出減少、電子材料向けの需要

低迷により、売上高は減少しました。 

 有機過酸化物は、合成樹脂関連向けの国内外での需要低迷により、売上高は減少しました。 

 特殊防錆処理剤・防錆加工は、自動車向けの国内、アジア、北米の需要は好調であったものの、欧州の需要が低

調であったため、売上高は減少しました。 

 機能性フィルムは、中小型ディスプレイ向けの出荷が好調であったことから、売上高は増加しました。 

 電子材料は、大型薄型テレビ向けの需要低迷により、売上高は減少しました。 

 これらの結果、機能化学品事業の売上高は、６９,５４５百万円（前年同期比２.３％減）、営業利益は、５,９

１０百万円（前年同期比０.２％減）となりました。 

  

②ライフサイエンス事業 

 食用加工油脂は、製菓・製パン用機能性油脂を中心に拡販したものの、売上高は前年同期並みにとどまりまし

た。 

 機能食品関連製品は、競争激化により、前年同期に比べ売上高は減少しました。 

 生体適合素材であるＭＰＣ（２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン）関連製品は、アイケア向けの

需要低迷、化粧品分野の輸出減少により、売上高は減少しました。 

 ＤＤＳ（ドラッグ・デリバリー・システム：薬物送達システム）医薬用製剤原料は、ＰＥＧ修飾剤の欧米大口需

要家向け需要が低調であったため、売上高は減少しました。 

 これらの結果、ライフサイエンス事業の売上高は、１７,２３７百万円（前年同期比４.０％減）となりました

が、コスト削減の効果もあり、営業利益は、１,９５７百万円（前年同期比５.０％増）となりました。 

  

③化薬事業 

 産業用爆薬類は、一部公共工事の着工遅れにより、前年同期に比べ売上高は減少しました。 

 宇宙関連製品は、出荷が堅調に推移したことにより、売上高は増加しました。 

 防衛関連製品は、売上高は減少しました。 

 これらの結果、化薬事業の売上高は、２０,８６４百万円（前年同期比６.３％減）、営業利益は、１,１８０百

万円（前年同期比３１.３％減）となりました。 

  

④その他の事業 

 その他の事業は、運送事業および不動産事業から構成されております。その売上高は、１,１４０百万円（前年

同期比５.０％減）、営業利益は、１０３百万円（前年同期比２６.４％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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、前期末に比べ１,５４０百万円増加し、１５７,７９６百万円となりました。 

 資産の増減の主な内容は、現金及び預金の増加８６３百万円、棚卸資産の増加３,６８９百万円、売上債権の減

少１,８９３百万円、投資有価証券の四半期末時価評価等による減少６６３百万円等であります。 

 負債は、前期末に比べ１,８６４百万円減少し、６１,１８３百万円となりました。負債の増減の主な内容は、有

利子負債の減少７４９百万円、投資有価証券の四半期末時価評価等による繰延税金負債(固定）の減少１９９百万

円、法人税等の納付による未払法人税等の減少５３６百万円、買入債務及び未払金の減少１８５百万円等でありま

す。 

 純資産は、前期末に比べ３,４０５百万円増加し、９６,６１２百万円となりました。純資産の増減の主な内容

は、当第３四半期累計純利益５,７５０百万円、その他有価証券評価差額金の減少２８７百万円、配当による減少

２,０１８百万円等によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、当初予想（平成24年５月９日発表）のままとしております。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる可能性があります。 

   

（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 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、主として当第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。

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

     

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,751 7,614

受取手形及び売掛金 32,002 30,109

商品及び製品 16,303 18,288

仕掛品 3,718 5,084

原材料及び貯蔵品 8,263 8,602

その他 4,265 4,748

貸倒引当金 △182 △180

流動資産合計 71,121 74,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,127 21,819

土地 19,580 19,580

その他（純額） 12,920 12,796

有形固定資産合計 54,627 54,196

無形固定資産   

その他 762 509

無形固定資産合計 762 509

投資その他の資産   

投資有価証券 22,846 22,183

その他 6,961 6,706

貸倒引当金 △63 △65

投資その他の資産合計 29,744 28,824

固定資産合計 85,134 83,530

資産合計 156,255 157,796

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,881 21,619

短期借入金 8,306 7,276

1年内返済予定の長期借入金 7,475 462

未払法人税等 1,960 1,424

賞与引当金 2,748 1,491

その他 10,263 10,218

流動負債合計 51,635 42,491

固定負債   

長期借入金 698 8,035

退職給付引当金 3,948 4,210

その他 6,765 6,444

固定負債合計 11,412 18,691

負債合計 63,047 61,183



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,742 17,742

資本剰余金 15,113 15,113

利益剰余金 57,813 61,559

自己株式 △1,254 △1,259

株主資本合計 89,413 93,155

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,189 4,902

為替換算調整勘定 △2,039 △2,089

その他の包括利益累計額合計 3,150 2,812

少数株主持分 643 645

純資産合計 93,207 96,612

負債純資産合計 156,255 157,796



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 112,606 108,787

売上原価 82,973 79,403

売上総利益 29,632 29,384

販売費及び一般管理費 20,788 20,971

営業利益 8,844 8,412

営業外収益   

受取利息 49 42

受取配当金 619 645

その他 766 750

営業外収益合計 1,435 1,437

営業外費用   

支払利息 178 100

為替差損 302 －

不動産賃貸費用 70 73

その他 178 186

営業外費用合計 731 360

経常利益 9,548 9,490

特別利益   

固定資産売却益 2 4

投資有価証券売却益 0 4

関係会社株式売却益 38 －

受取保険金 25 －

その他 － 0

特別利益合計 65 9

特別損失   

投資有価証券評価損 2 476

固定資産除却損 35 33

災害による損失 261 －

その他 94 46

特別損失合計 394 556

税金等調整前四半期純利益 9,220 8,942

法人税等 2,659 3,184

少数株主損益調整前四半期純利益 6,561 5,758

少数株主利益 46 7

四半期純利益 6,514 5,750



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,561 5,758

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,491 △288

為替換算調整勘定 △426 △50

その他の包括利益合計 △1,917 △338

四半期包括利益 4,643 5,419

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,607 5,412

少数株主に係る四半期包括利益 36 7



該当事項はありません。   

   

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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送、不動産販売及び

管理業務等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△743百万円には、セグメント間取引消去△３百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△739百万円が含まれております。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。 

３．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。 

    

Ⅱ 当第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） 

     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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送、不動産販売及び

管理業務等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△740百万円には、セグメント間取引消去６百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△746百万円が含まれております。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。 

３．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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  報告セグメント
その他 

(注)１ 

（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
(注)２ 

（百万円） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

（百万円） 
  

機能化学
品事業 

（百万円） 

ライフサ
イエンス
事業 

（百万円）

化薬事業
（百万円）

計
（百万円）

売上高                 

(1)外部顧客への売上高  71,177  17,955  22,274  111,406  1,200  112,606  －  112,606

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 74  1,641  13  1,730  5,573  7,303  △7,303  －

計  71,252  19,596  22,287  113,136  6,773  119,910  △7,303  112,606

セグメント利益  5,922  1,865  1,718  9,505  82  9,587  △743  8,844

  報告セグメント
その他 

(注)１ 

（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
(注)２ 

（百万円） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

（百万円） 
  

機能化学
品事業 

（百万円） 

ライフサ
イエンス
事業 

（百万円）

化薬事業
（百万円）

計
（百万円）

売上高                 

(1)外部顧客への売上高  69,545  17,237  20,864  107,647  1,140  108,787  －  108,787

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 62  1,398  10  1,471  5,292  6,763  △6,763  －

計  69,607  18,636  20,875  109,118  6,432  115,550  △6,763  108,787

セグメント利益  5,910  1,957  1,180  9,049  103  9,153  △740  8,412
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