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（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１四半期  1,821  0.1  207  6.9  239  23.9  371  101.3

25年３月期第１四半期  1,819  △0.5  193  40.4  193  45.5  184  136.9

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 430百万円（ ％） 71.4   25年３月期第１四半期 251百万円（ ％） 160.8

  
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１四半期  55.98  －

25年３月期第１四半期  27.81  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  14,388  12,119  84.1

25年３月期  14,145  11,954  84.4

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 12,096百万円   25年３月期 11,933百万円

  
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  － 0.00 － 40.00 40.00

26年３月期  －     

26年３月期（予想）   0.00 － 30.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

25年３月期期末配当金の内訳 普通配当20円 記念配当20円（創立60周年）

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、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）  3,790  5.8  340  △10.5  375  △9.0  465  44.9  70.13

通期  7,650  6.9  785  5.8  840  △3.6  760  △7.9  114.62

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規  社  （社名） 、除外  社  （社名）  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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  

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） 26年３月期１Ｑ 6,992,000株 25年３月期 6,992,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 361,515株 25年３月期 361,515株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 6,630,485株 25年３月期１Ｑ 6,630,485株

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ます。なお、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に対するレビュー手続は終了しております。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に掲載されている業績見直し等の将来に関する記載は、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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績

予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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（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経済情勢は、アベノミクス効果による円高是正や株価上昇の結果、個人消費

や企業業績展望の改善の兆しが見られるようになりました。しかし、新興国における経済成長の鈍化による輸出の

不調など、まだまだ先行き不透明な状況が続いており、実体経済が回復しているとは言えない状況にあります。 

 このような状況のもと、当社グループの主力分野でありますプリント配線板業界はデジタル家電の販売不振など

の影響を受け、国内外ともに厳しい状況が続いております。また、もう一方の主力分野であります合繊織物業界

も、一部回復傾向が見られるものの業界全体としては引き続き厳しい状況となっております。 

 その中で当社グループにおきましては「独自技術によるモノ作り」を推進し、高機能・高付加価値製品の開発に

注力するとともに、顧客満足度とともに従業員満足度の向上を図り、売上高と利益の確保に努力してまいりまし

た。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,821百万円（前年同期比0.1％増）となりました。営業

利益は207百万円（同6.9％増）、経常利益は239百万円（同23.9％増）、四半期純利益は371百万円（同101.3％

増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。  

（反応系製品） 

 反応系製品の中で繊維業界につきましては、国内市場の縮小の流れが続いておりますが、在庫調整も一巡し、市

況が一時回復の傾向にありました。その中で当社グループは細番手を中心とした高機能織物向け製品の積極的な営

業展開を図りました。また、輸出におきましても高機能織物向け製品を、韓国や中国への拡販に注力し、売上高を

確保することができました。 

 化粧品業界につきましては、頭髪化粧品が前期よりさらに厳しい状況が続いております。その中で当社グループ

は、シャンプー・コンディショナー分野で新規ユーザー開拓と新製品の投入、ヘアスタイリング剤の新製品の開発

に注力いたしましたが、市況の落ち込みをカバーするには至りませんでした。 

 製紙・印刷関連業界につきましては、依然として紙の光沢化工用ニスの市況の低迷が、出版・パッケージ用にお

いて続いております。その中で当社グループは、環境対応型光沢ニスやダイレクトメール用ＵＶ圧着ニスの積極的

な営業展開を図り、堅調に推移いたしました。 

 その他工業用につきましては、自動車関連部品の海外調達が進んだ影響によりメッキ関係が減少いたしました。

しかし、水溶性ポリエステル樹脂は包装用フィルムや光学用フィルムなどの用途で、国内外ともに積極的な営業活

動を行い順調に推移いたしました。 

 その結果、当セグメントの売上高は1,451百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は300百万円（同9.0％増）と

なりました。 

  

（混合系製品） 

 混合系製品につきましては、プリント配線板業界が前期に引き続きパソコンやデジタル家電の販売不振によって

厳しい状況となりました。その中で当社グループは、スマートフォンやＬＥＤ関連の高機能性インクに注力した結

果、順調に売上高を伸ばしました。 

 その結果、当セグメントの売上高は369百万円（前年同期比13.4％増）、営業利益は23百万円（同0.3％減）とな

りました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は14,388百万円と前連結会計年度末に比べ、242百万円増加いたし

ました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ409百万円増加し10,241百万円となりました。これは、現金及び預金が211百

万円増加したことや原材料及び貯蔵品が71百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ167百万円減少し4,146百万円となりました。これは、有形固定資産が75百万

円増加いたしましたが、投資その他の資産が243百万円減少したこと等によるものであります。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ65百万円増加し1,735百万円となりました。これは、未払法人税等が120百万

円減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が93百万円増加したことや未払金が80百万円増加したこと等によるも

のであります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ11百万円増加し533百万円となりました。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ165百万円増加し12,119百万円となりました。これは、利益剰余金が105百万円

増加したことや為替換算調整勘定が29百万円増加したこと等によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から

389百万円減少し、当第１四半期連結累計期間末には1,942百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの概要は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は113百万円（前年同期は152百万円の増加）とな

りました。これは主として、税金等調整前四半期純利益601百万円（前年同期比210.8％増）に対し、投資有価証券

売却益362百万円（前年同期は－）及び法人税等の支払額342百万円（前年同期比281.0％増）等の資金減少要因が

あったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は52百万円（同74.6％増）となりました。これは

主として、定期預金の払戻による収入1,718百万円（同21.4％増）及び投資有価証券の売却による収入636百万円

（前年同期は－）に対し、定期預金の預入による支出2,319百万円（前年同期比63.8％増）及び有形固定資産の取

得による支出87百万円（同176.5％増）があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は239百万円（同104.5％増）となりました。これ

は、配当金の支払額239百万円（同104.5％増）によるものであります。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  当第１四半期連結累計期間につきましては、概ね予想の範囲内で推移しておりますので業績予想の見直しは行っ

ておりません。   

   

（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 

 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。   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,590,175 6,801,836

受取手形及び売掛金 1,955,400 1,990,117

商品及び製品 549,277 563,487

仕掛品 223,370 264,157

原材料及び貯蔵品 411,631 483,444

繰延税金資産 83,048 75,074

その他 23,399 65,134

貸倒引当金 △4,513 △1,510

流動資産合計 9,831,788 10,241,742

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,754,572 3,766,382

減価償却累計額 △2,907,292 △2,929,033

建物及び構築物（純額） 847,280 837,348

機械装置及び運搬具 5,838,268 5,861,486

減価償却累計額 △5,536,491 △5,574,482

機械装置及び運搬具（純額） 301,776 287,003

工具、器具及び備品 869,501 870,842

減価償却累計額 △837,447 △838,975

工具、器具及び備品（純額） 32,053 31,867

土地 2,078,398 2,078,398

建設仮勘定 － 100,800

有形固定資産合計 3,259,508 3,335,417

無形固定資産   

のれん 124 62

その他 92,616 92,760

無形固定資産合計 92,740 92,822

投資その他の資産   

投資有価証券 849,039 612,338

従業員に対する長期貸付金 1,026 984

繰延税金資産 90,272 85,583

その他 31,674 28,463

貸倒引当金 △10,501 △9,085

投資その他の資産合計 961,510 718,284

固定資産合計 4,313,759 4,146,524

資産合計 14,145,548 14,388,266
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 974,746 1,068,406

未払金 120,616 201,083

未払費用 11,582 3,869

未払法人税等 340,333 219,593

賞与引当金 111,698 111,023

役員賞与引当金 30,500 7,625

その他 80,296 123,840

流動負債合計 1,669,773 1,735,441

固定負債   

退職給付引当金 372,209 380,735

役員退職慰労引当金 149,220 152,536

固定負債合計 521,430 533,272

負債合計 2,191,203 2,268,713

純資産の部   

株主資本   

資本金 842,000 842,000

資本剰余金 827,990 827,990

利益剰余金 10,542,932 10,648,920

自己株式 △268,988 △268,988

株主資本合計 11,943,933 12,049,921

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54,240 81,640

為替換算調整勘定 △64,386 △34,619

その他の包括利益累計額合計 △10,146 47,020

少数株主持分 20,557 22,610

純資産合計 11,954,345 12,119,553

負債純資産合計 14,145,548 14,388,266
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第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) 

売上高 1,819,426 1,821,006

売上原価 1,165,166 1,140,120

売上総利益 654,260 680,886

販売費及び一般管理費 460,281 473,559

営業利益 193,979 207,327

営業外収益   

受取利息 2,196 2,334

受取配当金 1,928 2,035

持分法による投資利益 1,976 －

為替差益 － 14,890

貸倒引当金戻入額 － 527

受取ロイヤリティー 1,235 8,390

その他 2,226 5,469

営業外収益合計 9,563 33,647

営業外費用   

売上割引 1,583 1,305

為替差損 8,555 －

その他 324 466

営業外費用合計 10,463 1,772

経常利益 193,079 239,202

特別利益   

投資有価証券売却益 － 362,413

固定資産売却益 1,999 －

特別利益合計 1,999 362,413

特別損失   

固定資産除却損 0 120

持分変動損失 1,528 －

特別損失合計 1,528 120

税金等調整前四半期純利益 193,550 601,495

法人税、住民税及び事業税 61,501 225,866

法人税等調整額 △52,621 4,100

法人税等合計 8,879 229,967

少数株主損益調整前四半期純利益 184,671 371,528

少数株主利益 268 321

四半期純利益 184,403 371,207

少数株主利益 268 321

少数株主損益調整前四半期純利益 184,671 371,528
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第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) 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,637 27,399

為替換算調整勘定 17,475 31,499

持分法適用会社に対する持分相当額 75,580 －

その他の包括利益合計 66,418 58,899

四半期包括利益 251,089 430,427

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 249,860 428,373

少数株主に係る四半期包括利益 1,229 2,053
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 193,550 601,495

減価償却費 48,802 45,993

のれん償却額 62 62

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,089 △5,016

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,136 △675

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,375 △22,875

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,376 7,818

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,213 3,315

受取利息及び受取配当金 △4,125 △4,370

為替差損益（△は益） 441 △5,744

持分法による投資損益（△は益） △1,976 －

持分変動損益（△は益） 1,528 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △362,413

有形固定資産売却損益（△は益） △1,999 －

有形固定資産除却損 0 120

売上債権の増減額（△は増加） △91,719 △11,743

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,023 △119,019

仕入債務の増減額（△は減少） 100,939 81,894

未払金の増減額（△は減少） 2,814 24,281

その他 34,706 △5,988

小計 238,170 227,135

利息及び配当金の受取額 4,561 2,211

法人税等の支払額 △89,934 △342,675

営業活動によるキャッシュ・フロー 152,796 △113,328

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △31,515 △87,129

有形固定資産の売却による収入 2,000 －

投資有価証券の取得による支出 △1,233 △1,244

投資有価証券の売却による収入 － 636,631

定期預金の預入による支出 △1,415,726 △2,319,600

定期預金の払戻による収入 1,416,303 1,718,686

貸付金の回収による収入 42 42

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,130 △52,613

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △117,270 △239,840

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,270 △239,840

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,489 16,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,885 △389,252

現金及び現金同等物の期首残高 1,644,831 2,331,488

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,653,717 1,942,236
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  該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

  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） 

（注）１．セグメント利益の調整額△106,190千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 

     

Ⅱ 当第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） 

  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） 

（注）１．セグメント利益の調整額△117,536千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（４）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）

 （セグメント情報等）

  
報告セグメント 

  

調整額 

（注）１ 

四半期連結損益

及び包括利益計

算書計上額 

（注）２ 

  
反応系製品 混合系製品 計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部売

上高又は振替高 

  

 

 

1,493,679

10,924

  

 

 

325,747

－

  

 

 

1,819,426

10,924

  

 

 

－

△10,924

  

 

 

1,819,426

－

計  1,504,603  325,747  1,830,351  △10,924  1,819,426

セグメント利益  276,126  24,043  300,170  △106,190  193,979

  
報告セグメント 

  

調整額 

（注）１ 

四半期連結損益

及び包括利益計

算書計上額 

（注）２ 

  
反応系製品 混合系製品 計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部売

上高又は振替高 

  

 

 

1,451,642

66,046

  

 

 

369,363

－

  

 

 

1,821,006

66,046

  

 

 

－

△66,046

  

 

 

1,821,006

－

計  1,517,689  369,363  1,887,053  △66,046  1,821,006

セグメント利益  300,881  23,981  324,863  △117,536  207,327
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