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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 4,909 5.0 126 △21.8 79 81.8 75 107.1
25年3月期第1四半期 4,673 △11.4 161 △63.7 43 △88.9 36 △88.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 96百万円 （30.6％） 25年3月期第1四半期 73百万円 （△76.4％）

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 0.95 ―
25年3月期第1四半期 0.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 32,991 7,681 23.0 95.72
25年3月期 30,403 7,585 24.7 94.54
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,590百万円 25年3月期  7,497百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 0.00 0.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 10,300 6.7 350 1.3 150 26.0 100 △2.7 1.26
通期 21,500 10.9 1,050 41.5 600 53.5 500 18.3 6.31



(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ますが、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手続は終了しております。 

※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。なお、上記予想に関する事項は、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。 

※  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   ：  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 79,442,038 株 25年3月期 79,442,038 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 142,576 株 25年3月期 142,226 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 79,299,649 株 25年3月期1Q 79,301,469 株
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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わが国経済は、米国経済が回復基調に入ったことに加え、円高の是正によ

り輸出業界を中心に景況感の改善が進みましたが、原材料の輸入価格の上昇に加え、電力などのエネルギーコス

トの上昇など、素材産業にとってはコスト増となった状況が続いております。 

このような環境のなかで、当社グループといたしましては、中期経営計画の２年目を迎え、引き続き「安定し

た収益力」と「財務健全化の達成」を基本方針として業績の向上に努めて参りました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間は、売上高は49億９百万円（前年同期比5.0％増）、営業利益１億26百

万円（前年同期比21.8％減）、経常利益79百万円（前年同期比81.8％増）、四半期純利益は75百万円（前年同期

比107.1％増）となりました。 

当社グループのセグメント別の概況は、次のとおりであります。 

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較につ

いては、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

  

①化成品事業 

燐酸などの燐系製品につきましては、一般品および二次塩類等の出荷量が緩やかながらも増加基調に転じて

はおりますが、原材料コストの上昇と、関連業界の需要回復の足取りが重く、低迷した状況が続いておりま

す。然しながら、電子工業向高純度品については、半導体向けの回復により増収となりました。 

水処理用などの凝集剤は、下水道向けの出荷数量が、前期比では低迷したものの、民間向けの数量の回復で

これを補い、ほぼ前年同期並みとなりました。コンデンサー向け原料は、在庫調整の影響から大幅な減収とな

りましたが、消臭剤は、用途拡大が進み増収となりました。 

この結果、当セグメントの売上高は、33億22百万円（前年同期比4.4％増）、セグメント利益（営業利益）

は、１億31百万円（前年同期比3.4％減）となりました。 

②機械事業 

破砕関連機械につきましては、復興需要による部品販売が堅調となり、またプラント工事も廃材向けなどで

増加はいたしましたが、単体機械の販売が震災関連需要の一巡により大幅に減少し、若干の減収となりまし

た。鋳鋼品は、減収となりました。 

下水道関連の掘進機は、販売時期の遅延により減収となりましたが、レンタル物件の増収により、ほぼ前年

並みとなりました。 

また、組織の変更により、当期から当セグメントとなった精密機械加工は、液晶製造装置向けの部品の低迷

が続き減収となりました。 

この結果、当セグメントの売上高は、８億15百万円（前年同期比1.2％減）、セグメント利益（営業利益）

は、23百万円（前年同期比43.7％増）となりました。 

③電子材料事業 

化合物半導体向け高純度無機素材につきましては、価格面では市況軟化の影響が続いておりますが、移動体

通信関連業界が好調裡に推移したことや、拡販により、ガリウムの出荷量が大幅に増加し増収となりました。

また、赤燐は出荷量を大きく伸ばし、インジウムは、低調に推移しました。 

この結果、当セグメントの売上高は、４億57百万円（前年同期比30.9％増）となり、セグメント利益（営業

利益）は、51百万円（前年同期比15.5％減）となりました。 

④その他 

石油精製用触媒の再生事業は、引き続き堅調な稼働となりました。不動産の賃貸も、ほぼ横ばいで推移しま

した。 

この結果、当セグメントの売上高は、３億14百万円（前年同期比0.4％減）、セグメント利益（営業利益）

は、１億86百万円（前年同期比4.1％増）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 

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における資産につきましては、流動資産が前連結会計年度末に比べて26億22百

万円増加し、167億69百万円となりました。この主な増減理由としては、現金及び預金の増加25億83百万円、

及びたな卸資産の増加１億28百万円など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て33百万

円減少したことにより、162億21百万円となりました。この主な増減理由としては、有形固定資産の減少46百

万円等によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債につきましては、主として長期借入金の増加20億16百万円、及び

その他流動負債（前受金）の増加３億49百万円などによって、前連結会計年度末に比べて24億92百万円増加し

253億10百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産につきましては、四半期純利益75百万円の計上、及び為替換算

調整勘定の増加27百万円などによって、前連結会計年度末に比べて96百万円増加し76億81百万円となりまし

た。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末における資産合計は329億91百万円となり、自己資本比率は23.0％

となりました。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

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日公表の予想数値から変更はありません。 

  

（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。 

   

（追加情報） 

（連結納税制度の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 4,018 6,601

受取手形及び売掛金 6,383 6,352

商品及び製品 1,478 1,517

仕掛品 930 1,014

原材料及び貯蔵品 810 815

その他 543 483

貸倒引当金 △16 △16

流動資産合計 14,147 16,769

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,515 5,466

機械装置及び運搬具（純額） 1,846 1,744

工具、器具及び備品（純額） 283 283

土地 5,155 5,155

リース資産（純額） 42 39

建設仮勘定 414 521

有形固定資産合計 13,258 13,211

無形固定資産   

借地権 919 919

その他 35 34

無形固定資産合計 954 954

投資その他の資産   

投資有価証券 1,307 1,309

その他 791 803

貸倒引当金 △56 △56

投資その他の資産合計 2,042 2,056

固定資産合計 16,255 16,221

資産合計 30,403 32,991
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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 3,098 3,153

短期借入金 11,258 11,201

未払法人税等 74 27

賞与引当金 137 206

その他 1,263 1,703

流動負債合計 15,832 16,291

固定負債   

長期借入金 4,529 6,545

退職給付引当金 1,744 1,789

その他 711 683

固定負債合計 6,985 9,018

負債合計 22,817 25,310

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,443 8,443

利益剰余金 △827 △752

自己株式 △34 △34

株主資本合計 7,580 7,656

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △23 △36

繰延ヘッジ損益 4 6

為替換算調整勘定 △64 △36

その他の包括利益累計額合計 △83 △66

少数株主持分 87 91

純資産合計 7,585 7,681

負債純資産合計 30,403 32,991
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 4,673 4,909

売上原価 3,536 3,781

売上総利益 1,136 1,128

販売費及び一般管理費 975 1,002

営業利益 161 126

営業外収益   

受取配当金 6 6

受取地代家賃 11 10

為替差益 － 45

デリバティブ評価益 21 －

その他 24 43

営業外収益合計 63 104

営業外費用   

支払利息 87 80

休止鉱山鉱害対策費用 19 20

為替差損 53 －

その他 20 49

営業外費用合計 180 150

経常利益 43 79

特別損失   

減損損失 3 －

特別損失合計 3 －

税金等調整前四半期純利益 40 79

法人税、住民税及び事業税 25 22

法人税等調整額 △16 △15

法人税等合計 8 7

少数株主損益調整前四半期純利益 31 72

少数株主損失（△） △5 △3

四半期純利益 36 75
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 31 72

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △117 △12

繰延ヘッジ損益 － 2

為替換算調整勘定 159 34

その他の包括利益合計 42 24

四半期包括利益 73 96

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 47 92

少数株主に係る四半期包括利益 26 3
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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） 

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、石油精製用触媒再生及び

不動産の賃貸等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△231百万円には、各報告セグメントに配賦していない全社費用△234百万円

など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及び研究開発費で

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。 

  

２．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。 

  

（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）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 

その他 
（注)１ 

合計 
調整額 
（注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注)３ 

化成品 
事業 

機械 
事業 

電子材料 
事業 

計 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 3,182  825  349  4,358  315  4,673  －  4,673

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 3  －  －  3  6  9  △9  －

計  3,186  825  349  4,361  321  4,683  △9  4,673

セグメント利益  136  16  61  213  179  392  △231  161
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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） 

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、石油精製用触媒再生及び

不動産の賃貸等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△266百万円には、各報告セグメントに配賦していない全社費用△265百万円

など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及び研究開発費で

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。 

  

２．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。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間より、従来「その他」に含めておりました精密機械加工の事業を、会社組織の

変更に伴い、「機械事業」に報告セグメントを変更しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの区

分に基づき作成したものを開示しております。 

   

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 

その他 
（注)１ 

合計 
調整額 
（注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注)３ 

化成品 
事業 

機械 
事業 

電子材料 
事業 

計 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 3,322  815  457  4,595  314  4,909  －  4,909

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 3  －  9  13  6  19  △19  －

計  3,325  815  467  4,608  320  4,929  △19  4,909

セグメント利益  131  23  51  206  186  393  △266  126
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