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1.  平成24年12月期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 3,296 △18.3 23 △93.4 △4 ― △55 ―
23年12月期 4,034 0.1 352 △17.1 283 △20.9 122 △16.1
（注）包括利益 24年12月期 140百万円 （35.1％） 23年12月期 103百万円 （△17.4％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年12月期 △5.41 ― △3.1 △0.1 0.7
23年12月期 11.98 ― 7.1 5.8 8.7
（参考） 持分法投資損益 24年12月期  ―百万円 23年12月期  ―百万円

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

24年12月期 6,077 1,909 30.4 180.42
23年12月期 5,242 1,820 33.4 171.28
（参考） 自己資本  24年12月期  1,844百万円 23年12月期  1,751百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年12月期 △108 △848 853 1,463
23年12月期 127 △288 719 1,456

2.  配当の状況 

※平成25年12月期の1株当たり配当金については現時点では未定とさせていただきます。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年12月期 ― ― ― 5.00 5.00 51 41.7 3.0
24年12月期 ― ― ― 3.00 3.00 30 ― 1.7
25年12月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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) 1,610 △5.2 50 △36.7 40 △42.3 △10 ― △0.98
通期 3,570 8.3 110 373.0 90 ― 0 ― 0.00



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 有
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12月期 10,246,500 株 23年12月期 10,246,500 株
② 期末自己株式数 24年12月期 22,141 株 23年12月期 21,931 株
③ 期中平均株式数 24年12月期 10,224,504 株 23年12月期 10,224,804 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年12月期の個別業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 3,220 △17.6 40 △85.3 52 △76.2 10 △87.3
23年12月期 3,906 1.1 274 △15.1 221 △17.6 85 △0.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年12月期 1.06 ―
23年12月期 8.36 ―

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

24年12月期 5,661 1,647 29.1 161.10
23年12月期 5,024 1,652 32.9 161.66
（参考） 自己資本 24年12月期  1,647百万円 23年12月期  1,652百万円

2. 平成25年12月期の個別業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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 
本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の2ページの「１．経営成績 （１）
経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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) 1,550 △7.4 75 △12.2 65 △20.0 25 △43.0 2.45
通期 3,300 2.5 160 295.1 135 156.1 50 361.1 4.89
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(1）経営成績に関する分析 

(当期の経営成績の概況)  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、年初においては東日本大震災復興需要やエコカー向け補助金等に支えられ

国内景気持ち直しの動きや個人消費復調機運等も出てまいりました。しかしながら、欧州債務危機の長期化、欧州経

済低迷は同地域向け輸出の多い中国等新興国経済の成長鈍化を招き、世界的に経済の減速感が広がりました。このた

め、長期化する円高もありわが国の輸出、生産も減少傾向で推移し、特に製造業の景況感は年央以降厳しさを増して

きました。  

 このような状況のもと、当社グループの国内販売につきましては、上期好調であった一部ハイテク向け受注が市場

競争激化により下半期には大きく減少した影響を受け、通期では前期比減少となりました。 

 海外販売につきましては、中国・楽器市場やインドネシア市場向け等は堅調に推移いたしましたものの、中国・電

子部品向け受注が前期大幅増の反動による落込みもあり前年実績を大きく下回りました。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は、国内部門は2,523百万円（前年同期比12.8％減）、輸出・海外部門は772百

万円（同32.3％減）、合計では3,296百万円（同18.3％減）となりました。 

 また、利益面につきましては、経費削減等コストダウンを行い、営業利益は23百万円（前年同期比93.4％減）を確

保しましたものの、経常損失４百万円（前年同期は経常利益283百万円）となり、投資有価証券評価損や減損損失を

25百万円特別損失として計上しました結果、当期純損失は55百万円（前年同期は純利益122百万円）となりました。

  

(次期の見通し) 

 今後の見通しにつきましては、円高是正の進行や株価上昇となって現れております新政権の景気対策効果に期待が

もたれますものの、新興国経済に大きな影響のある欧州経済の急速な回復は期待しがたく、当社グループを取り巻く

経済環境はアセアン市場の復調を除くと当面は厳しい状況で推移するものと思われます。  

 このような状況下、平成23年に海外生産拠点として設立いたしました製造子会社・常州日研磨料有限公司につきま

しては、認可遅延や度重なる設計見直し等による着工の大幅な遅延もあり完成が遅れておりましたが、平成25年第2

四半期中に操業開始の目途が立ってまいりました。既存の加工販売子会社も合わせた中国市場の深耕をはかるととも

にアセアン諸国も視野に入れたグローバルな展開を目指してまいります。 

 平成25年12月期通期の連結業績予想につきましては、役員数削減等を含めた固定費削減を進めてまいりますが、中

国製造子会社が立ち上がり初年度であることも勘案し、売上高は3,570万円、営業利益は110百万円、経常利益は90百

万円、当期純利益は０百万円を想定しております。 

     

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、3,954百万円（前連結会計年度末3,932百万円）となり、前連結会計

年度末と比べて22百万円の増加となりました。 

（固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、2,076百万円（前連結会計年度末1,299百万円）となり、前連結会計

年度末と比べて776百万円の増加となりました。これは主に中国に新設した子会社による固定資産の取得によるもの

であります。 

（繰延資産）  

 当連結会計年度末における繰延資産の残高は45百万円（前連結会計年度末10百万円）となり、前連結会計年度末と

比べて34百万円の増加となりました。これは、中国に設立した子会社にかかるものであります。 

（流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は、1,958百万円（前連結会計年度末2,110百万円）となり、前連結会計

年度末と比べて152百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金が143百万円減少したことによりま

す。 

（固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は、2,208百万円（前連結会計年度末1,311百万円）となり、前連結会計

年度末と比べて897百万円の増加となりました。これは主に長期借入金が942百万円増加したことによるものでありま

す。  

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産の残高は、1,909百万円（前連結会計年度末1,820百万円）となりました。 

１．経営成績
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 ② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ、各活動により６百万

円増加し1,463百万円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動の結果使用した資金は108百万円となりました（前年同期は127百万円の獲得）。これは主として売上債権

の減少額77百万円による資金の獲得から、仕入債務の減少額143百万円並びに法人税等の支払額57百万円による資金

の使用を減じたことよります。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動の結果使用した資金は848百万円となりました（前年同期は288百万円の使用）。これは主として中国に設

立いたしました子会社による固定資産の取得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＞ 

 財務活動の結果得られた資金は853百万円であります（前年同期は719百万円の獲得）。これは主として中国に設立

いたしました子会社の設立資金として長期借入金が増加したことによるものであります。 

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

(注)   自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算定しております。 

３．キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しております。有利子負債

は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連

結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  

  平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 平成24年12月期 

自己資本比率（％）  39.4  37.7  33.4  30.4

時価ベースの自己資本比率（％）  32.7  31.5  27.5  22.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  9.5  3.1  17.6  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  4.5  15.4  4.5  －
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は安定配当を基本方針としております。また、将来の事業展開や企業体質強化を勘案した場合、内部留保の充

実も重要な責務だと考えておりますので、当該決算期の経営成績に照らしながら、最終配当金額を決定することにし

ております。 

 配当の回数につきましては、当社は中間配当制度を設けておりませんので、年１回の期末配当を行うことを基本方

針としており、これについての決定機関は株主総会であります。 

 当期の期末配当につきましては、平成24年11月13日に「平成24年通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」において開示いたしましたとおり、当期の業績の状況ならびに、今後の中国事業の推進状況を鑑み、誠に遺憾な

がら前期より２円減配し１株あたり３円の配当を予定しております。 

 なお、次期の期末配当につきましては、今後の事業環境が不透明なため、現段階では未定とさせて頂きます。 

  

(4）事業等のリスク 

当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには次のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります

が、下記の内容は、当社グループに係るすべてのリスクを網羅したものではありません。 

①海外事業展開について 

 当社グループは、アジアを中心に海外へ販売活動を行っており、連結売上高にしめる海外売上高は23.4％となって

おります。これらの国・地域において、あらかじめ予測することのできない急激な為替や景気の変動、法律や諸規制

の決定又は変更等の要因により販売活動に影響を及ぼす恐れがあります。このような事態が生じた場合には、当社グ

ループの経営成績又は財政状態に影響を与える可能性があります。 

②中国における子会社について 

 当社グループは、中国において平成16年２月に台湾資本と合弁で子会社・昆山正日研磨料有限公司を、平成23年４

月に子会社・常州日研磨料有限公司を設立いたしました。昆山正日研磨料有限公司は研磨布紙の加工販売子会社とし

て本格稼動しており、常州日研磨料有限公司につきましては、生産子会社として本格稼働に向け準備を進めておりま

す。両社は当社グループの海外展開の機軸としてグローバルな展開を進めており、全社を挙げてこれら中国子会社の

事業展開に向けて取り組んでおりますが、中国における法的規制や商慣習、風土等は日本と相当の相違があり、現地

の法的規制、商慣習等に起因する予測不能な事態が発生し、これら中国子会社の事業展開に影響が出た場合、当社グ

ループの経営成績又は財政状態に影響を与える可能性があります。 

③原材料の仕入価格変動による業績への影響について 

 当社グループの研磨材製造事業において原材料・燃料の仕入を行っておりますが、原油等資源価格の高騰に伴う原

材料・燃料の仕入価格が上昇し、市況の状況によってはそのコストアップ分を販売価格に転嫁できない場合がありま

す。そのような状況が発生した場合、当社グループの経営成績又は財政状態に影響を与える可能性があります。 

④金利の変動リスクについて 

 当社グループは事業資金の一部については金融機関からの借入により調達しており、有利子負債は自己資本に対し

て高い比率にあります。急激な金利上昇などの状況が発生した場合、支払利息の増加などにより当社グループの経営

成績又は財政状態に影響を与える可能性があります。   
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（注）※１ 当社が販売する製商品の仕入の一部は、連結子会社・日本研紙クリエイティブ㈱を経由しております。 

※２ 連結子会社・日本研紙クリエイティブ㈱が販売する製商品の仕入の一部は当社を経由しております。 

※３ 中国市場において、当社より仕入れた研磨布紙等の加工・販売を行っております。 

※４ 平成23年４月に中国における研磨布紙等の製造子会社として設立いたしました。  

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、各種研磨材等の製造販売を通じ、各産業分野における物作りへの貢献を目指し、各種産業及び消

費者からの多岐にわたるニーズに的確に対応し、広く社会に貢献することを経営の基本方針としております。 

(2）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

 最近の市場環境は、金融危機が実体経済に波及した結果として急速な需要の減少が起きており、なかなか見通しが

立てづらい環境になっております。 

 このような、厳しい環境が当面続く状況下ではありますが、ハイテク分野においては新素材や高機能複合材が広く

求められており、これらに向けての研磨材・研磨技術に対する要求は、ますます高度化・多様化してきております。

 当社は、これらのユーザーニーズに対応できるように、新素材・新技術の動向を的確に把握し、時代の要請に対応

した研究開発を推進していかなければならないと考えております。そのために製販一体によるユーザー密着及びより

きめ細かな市場対応、新技術の製品化スピードアップ等をめざし、組織の再編、人材の重点配置等による成果の結実

を追求いたします。 

 また、世界の生産基地から内需主導型に転換をはかりつつある中国を中心とした東アジア及び東南アジア市場での

拡販も大きな命題であります。現地における競争激化に伴い、品質・価格面での要求水準は一段と厳しくなってきて

おります。 

 当社グループにおいては、中国において平成16年に設立いたしました研磨布紙等の加工・販売のための子会社「昆

山正日研磨料有限公司」との有機的な展開を図り、今後の市場拡大に対応するため平成23年に製造子会社「常州日研

磨料有限公司」を設立し、中国における生産体制確立に向けた準備を進めております。 

 今後ともグローバル化の進展に対応した体制づくりを進めてまいります。 

 当社グループといたしましては、上記課題に対し、全社を挙げて取り組み、世界にあまねく「日研ブランド」を確

立することにより経営の安定的な発展と業績の向上をはかってまいる所存であります。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,456,829 1,463,730

受取手形及び売掛金 ※3  885,000 ※3  810,666

商品及び製品 187,825 230,982

仕掛品 793,259 777,464

原材料及び貯蔵品 549,807 538,720

繰延税金資産 23,403 17,637

その他 37,639 116,643

貸倒引当金 △1,386 △1,059

流動資産合計 3,932,378 3,954,786

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  163,082 ※2  157,014

機械装置及び運搬具（純額） ※2  84,264 ※2  85,210

土地 ※2  400,469 ※2  383,078

リース資産（純額） 2,650 1,369

建設仮勘定 126,693 909,801

その他（純額） 10,408 7,361

有形固定資産合計 ※1  787,570 ※1  1,543,836

無形固定資産 132,174 113,878

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  275,258 ※2  329,352

繰延税金資産 59,080 46,441

その他 46,459 43,847

貸倒引当金 △778 △766

投資その他の資産合計 380,019 418,874

固定資産合計 1,299,764 2,076,590

繰延資産   

開業費 10,817 45,719

繰延資産合計 10,817 45,719

資産合計 5,242,960 6,077,095
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※3  697,179 ※3  553,965

1年内償還予定の社債 130,000 150,000

短期借入金 ※2  1,094,605 ※2  1,113,636

リース債務 1,282 1,017

未払法人税等 4,655 3,881

賞与引当金 20,237 10,257

役員賞与引当金 12,000 －

その他 151,010 125,999

流動負債合計 2,110,971 1,958,758

固定負債   

社債 695,000 645,000

長期借入金 ※2  334,650 ※2  1,276,890

リース債務 1,367 352

役員退職慰労引当金 105,835 110,645

退職給付引当金 157,626 159,179

環境対策引当金 3,571 3,571

その他 13,048 12,945

固定負債合計 1,311,099 2,208,582

負債合計 3,422,070 4,167,340

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,325 512,325

資本剰余金 56,182 56,182

利益剰余金 1,201,830 1,095,392

自己株式 △4,687 △4,717

株主資本合計 1,765,649 1,659,182

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,458 53,014

為替換算調整勘定 △32,818 132,519

その他の包括利益累計額合計 △14,360 185,533

少数株主持分 69,601 65,038

純資産合計 1,820,889 1,909,755

負債純資産合計 5,242,960 6,077,095
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 4,034,855 3,296,137

売上原価 ※3  2,791,930 ※3  2,407,917

売上総利益 1,242,924 888,220

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  890,455 ※1, ※2  864,963

営業利益 352,468 23,256

営業外収益   

受取利息 837 922

受取配当金 6,039 6,689

為替差益 － 10,543

受取手数料 － 3,622

その他 2,372 7,108

営業外収益合計 9,249 28,885

営業外費用   

支払利息 27,879 38,259

固定資産除却損 211 453

為替差損 20,225 －

社債発行費 17,812 2,259

支払手数料 7,047 9,500

その他 4,929 6,476

営業外費用合計 78,107 56,948

経常利益又は経常損失（△） 283,610 △4,806

特別損失   

投資有価証券評価損 17,856 8,352

減損損失 ※4  8,576 ※4  17,390

環境対策引当金繰入額 3,571 －

特別損失合計 30,004 25,742

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

253,606 △30,549

法人税、住民税及び事業税 84,849 35,473

法人税等調整額 32,670 2,062

法人税等合計 117,520 37,536

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

136,086 △68,086

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13,606 △12,770

当期純利益又は当期純損失（△） 122,480 △55,315
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

136,086 △68,086

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,452 34,556

為替換算調整勘定 △22,921 173,678

その他の包括利益合計 △32,374 208,235

包括利益 103,712 140,149

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 90,060 144,711

少数株主に係る包括利益 13,652 △4,562
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 512,325 512,325

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 512,325 512,325

資本剰余金   

当期首残高 56,182 56,182

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 56,182 56,182

利益剰余金   

当期首残高 1,130,478 1,201,830

当期変動額   

剰余金の配当 △51,128 △51,122

当期純利益又は当期純損失（△） 122,480 △55,315

当期変動額合計 71,351 △106,437

当期末残高 1,201,830 1,095,392

自己株式   

当期首残高 △4,529 △4,687

当期変動額   

自己株式の取得 △158 △29

当期変動額合計 △158 △29

当期末残高 △4,687 △4,717

株主資本合計   

当期首残高 1,694,456 1,765,649

当期変動額   

剰余金の配当 △51,128 △51,122

当期純利益又は当期純損失（△） 122,480 △55,315

自己株式の取得 △158 △29

当期変動額合計 71,193 △106,467

当期末残高 1,765,649 1,659,182
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 27,910 18,458

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,452 34,556

当期変動額合計 △9,452 34,556

当期末残高 18,458 53,014

為替換算調整勘定   

当期首残高 △9,851 △32,818

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,967 165,337

当期変動額合計 △22,967 165,337

当期末残高 △32,818 132,519

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 18,059 △14,360

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,420 199,894

当期変動額合計 △32,420 199,894

当期末残高 △14,360 185,533

少数株主持分   

当期首残高 55,948 69,601

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,652 △4,562

当期変動額合計 13,652 △4,562

当期末残高 69,601 65,038

純資産合計   

当期首残高 1,768,464 1,820,889

当期変動額   

剰余金の配当 △51,128 △51,122

当期純利益又は当期純損失（△） 122,480 △55,315

自己株式の取得 △158 △29

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,767 195,332

当期変動額合計 52,425 88,865

当期末残高 1,820,889 1,909,755
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

253,606 △30,549

減価償却費 49,769 52,528

減損損失 8,576 17,390

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,842 △338

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,640 1,552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,187 4,810

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000 △12,000

受取利息及び受取配当金 △6,876 △7,611

支払手数料 7,047 9,500

支払利息 27,879 38,259

社債発行費 17,812 2,259

有形固定資産除却損 211 453

投資有価証券評価損益（△は益） 17,856 8,352

売上債権の増減額（△は増加） 72,981 77,534

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,129 17,678

仕入債務の増減額（△は減少） △60,082 △143,214

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,531 △69

未払費用の増減額（△は減少） △826 △2,534

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,365 △9,980

未収入金の増減額（△は増加） △1,101 △2,259

その他 35,231 △43,845

小計 375,559 △22,084

利息及び配当金の受取額 6,877 7,611

利息の支払額 △28,098 △36,310

法人税等の支払額 △226,577 △57,459

営業活動によるキャッシュ・フロー 127,760 △108,242

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 △144,357 △802,502

投資有価証券の取得による支出 △11,534 △11,548

無形固定資産の取得による支出 △121,029 △756

繰延資産の取得による支出 △10,817 △32,939

その他 △784 △784

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,523 △848,531

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 380,000 123,148

長期借入れによる収入 100,000 1,240,000

長期借入金の返済による支出 △313,226 △406,160

社債の発行による収入 682,187 97,740

社債の償還による支出 △65,000 △130,000

リース債務の返済による支出 △1,279 △1,280

自己株式の取得による支出 △158 △29

配当金の支払額 △51,169 △51,217

その他 △12,100 △18,733

財務活動によるキャッシュ・フロー 719,254 853,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45,616 110,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 512,874 6,901

現金及び現金同等物の期首残高 943,954 1,456,829

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,456,829 ※  1,463,730
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 該当事項はありません。    

  

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数       ３社 

連結子会社の名称 

日本研紙クリエイティブ㈱ 

昆山正日研磨料有限公司 

常州日研磨料有限公司  

２ 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち日本研紙クリエイティブ㈱の決算日は９月30日であります。連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整

を行っております。 

その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法) 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産(リース資産を除く) 

当社及び国内連結子会社については定率法 

平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び在外連結子会社については定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

在外連結子会社の土地使用権については土地使用契約期間（50年）に基づく定額法 

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する額を計上しており

ます。 

③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

  なお、過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる按分額を発生の連結会計年度から定額法により処理しております。また、数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を

それぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

(５)継続企業の前提に関する注記

(６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

建物及び構築物 ……… ６年～50年

機械装置及び運搬具 ……… ４年～10年

その他 ……… ３年～20年
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④ 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

⑤ 環境対策引当金 

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処分等にかかる支出に備えるため、今後発生すると見込まれる

額を計上しております。  

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は、損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産および負債、収益および費用は、連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および少数株主持分に含めて計上して

おります。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

当社グループの行っている金利スワップ取引および金利キャップ取引は特例処理の要件を満たすもので

あり、特例処理によっております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ取引および金利キャップ取引 

ヘッジ対象 

長期借入金の支払金利 

③ ヘッジ方針 

将来の金利上昇によるリスク回避を目的に行っており、投機的な取引は行わない方針であります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引および金利キャップ取引のみであるため、ヘッジ有効

性の判定は省略しております。 

(6）のれんの償却方法及び償却期間 

のれんは発生しておりません。 

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的投資からなります。 

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

 ② 繰延資産の処理方法 

開業費 

常州日研磨料有限公司の開業費については、５年にわたり定額法により均等償却することとしており

ます。 

（会計方針の変更） 

常州日研磨料有限公司の開業費が発生した前期においては速やかな着工認可が見込まれていたため、開

業時に全額費用処理する方針としておりましたが、当連結会計年度より定額法により５年で均等償却を

行う方法に変更しております。 

この変更は、常州日研磨料有限公司において、認可遅延や度重なる設計見直し等による着工の大幅な遅

延の影響で、設立から営業開始に至るまでの期間が当初計画よりも相当長期に渡ることとなり、開業準

備のための費用が当初予定よりも著しく多額となることから、その効果が営業開始予定の翌期以降にも

及ぶことを勘案し、期間損益計算の適正化を図るために行ったものです。 

当該会計方針の変更を遡及適用しております。なお、常州日研磨料有限公司の営業の開始は翌期のた

め、この変更に伴う前連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益への影響額お

よび、前連結会計年度の期首における純資産に対する累積的影響額ならびに、１株当たり情報に与える

影響はありません。 

社債発行費 

支出時に全額費用処理することとしております。  
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（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  

※２ 資産のうち担保に供されているものは、次のとおりであります。 

担保に供している資産 

  

担保資産が供されている債務 

  

上記債務に係る根抵当権の極度額の合計額 

  

※３ 金融機関の休日である連結会計年度末日が満期の受取手形および支払手形は、満期日に入金または決済

があったものとして処理しております。 

その金額は、下記のとおりであります。 

   

(７)追加情報

(８)連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成24年12月31日） 

  千円 1,864,020   千円 1,906,950

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

建物 千円 77,179 千円 70,404

機械装置  42,250  28,661

土地  391,777  374,387

投資有価証券  64,647  65,120

計  575,856  538,573

（うち工場財団  165,679 ） 147,932

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

短期借入金 千円 715,000 千円 816,200

長期借入金  312,500  779,400

計  1,027,500  1,595,600

前連結会計年度 
（平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成24年12月31日） 

  千円 1,486,000   千円 1,486,000

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

受取手形 千円 46,038 千円 40,209

支払手形  46,777  25,562
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※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

  

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

   

  

※３ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額 

  

※４ 減損損失 

 当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。 

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

当社グループの資産は、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として、遊休資産は個別の資産

単位毎にグルーピングを行っております。上記の資産は、現時点において今後の具体的な利用計画が定

まっていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。 

なお、回収可能価額は正味売却価額によっており、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で

算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。 

  

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

当社グループの資産は、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として、遊休資産は個別の資産

単位毎にグルーピングを行っております。上記の資産は、現時点において今後の具体的な利用計画が定

まっていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。 

なお、回収可能価額は正味売却価額によっており、主として「不動産鑑定評価基準」により算定してお

ります。 

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日） 

減価償却費 千円 7,877 千円 10,201

役員報酬  96,755  94,563

給料手当  288,443  299,957

賞与  60,059  48,368

退職給付費用  29,138  31,481

法定福利費  60,988  62,619

賞与引当金繰入額  9,327  4,880

役員賞与引当金繰入額  12,000  －

役員退職慰労引当金繰入額  11,260  11,210

運賃  58,388  55,947

前連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日） 

千円 67,244 千円 49,265

前連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日） 

売上原価 千円 △1,432   千円 16,989

用途 場所 種類 
減損損失

（千円） 

新工場用地 広島県尾道市 土地  8,576

用途 場所 種類 
減損損失

（千円） 

新工場用地 広島県尾道市 土地  17,390
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前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

（注） 自己株式数の増加は単元未満株式の買取請求による取得であります。 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

（注） 自己株式数の増加は単元未満株式の買取請求による取得であります。 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  10,246,500 ――― ―――  10,246,500

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  20,852 1,079 ―――  21,931

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年３月30日 

定時株主総会 
普通株式  51,128  5 平成22年12月31日 平成23年３月31日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成24年３月29日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  51,122  5 平成23年12月31日 平成24年３月30日

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  10,246,500 ――― ―――  10,246,500

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  21,931 210 ―――  22,141

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年３月29日 

定時株主総会 
普通株式  51,122  5 平成23年12月31日 平成24年３月30日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成25年３月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  30,673  3 平成24年12月31日 平成25年３月29日
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※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日） 

現金及び預金勘定 千円 1,456,829 千円 1,463,730

預入期間が３カ月を超える定期預金  －  －

現金及び現金同等物  1,456,829  1,463,730
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 当社グループは、研磨材製商品の製造販売を事業内容とする単一事業区分であるため、記載を省略して

おります。 

  

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

                                      （単位：千円）  

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。    

  

(2）有形固定資産 

   

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。  

  

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

                                      （単位：千円）  

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。    

  

(2）有形固定資産 

   

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。  

  

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報

日本 アジア その他  合計 

  2,894,126   1,114,776   25,952   4,034,855

日本 アジア 合計 

  570,550   217,019   787,570

日本 アジア その他  合計 

  2,523,954   762,220   9,962   3,296,137

日本 アジア 合計 

  542,838   1,000,998   1,543,836
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 （注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益 

 該当事項はありません。 

   

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、金融商品、デリバティブ取引、退職給付、賃貸等不動産、

資産除去債務、連結包括利益計算書に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考

えられるため開示を省略しております。  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 171.28 円 180.42

１株当たり当期純利益または 

１株当たり当期純損失(△)  
     円 11.98      円 △5.41

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  1,820,889  1,909,755

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  69,601  65,038

（うち少数株主持分（千円）） （ ）69,601 （ ）65,038

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  1,751,288  1,844,716

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（株） 
 10,224,569  10,224,359

  
前連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日）

当期純利益または当期純損失(△)（千円）  122,480  △55,315

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益または 

当期純損失(△)（千円） 
 122,480  △55,315

普通株式の期中平均株式数（株）  10,224,804  10,224,504

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当事業年度 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 696,123 643,858

受取手形 475,582 399,911

売掛金 445,217 443,076

商品及び製品 92,650 117,422

仕掛品 672,598 614,417

原材料及び貯蔵品 480,371 477,873

前払費用 11,009 15,267

繰延税金資産 23,480 17,706

未収入金 26,345 10,812

その他 1,126 27,976

貸倒引当金 △1,491 △1,146

流動資産合計 2,923,013 2,767,177

固定資産   

有形固定資産   

建物 664,884 666,119

減価償却累計額 △564,294 △574,079

建物（純額） 100,589 92,039

機械及び装置 1,164,620 1,178,307

減価償却累計額 △1,108,206 △1,117,990

機械及び装置（純額） 56,414 60,317

車両運搬具 15,599 16,129

減価償却累計額 △15,387 △15,699

車両運搬具（純額） 211 430

工具、器具及び備品 112,098 112,880

減価償却累計額 △103,472 △107,278

工具、器具及び備品（純額） 8,626 5,602

土地 400,469 383,078

リース資産 7,074 7,074

減価償却累計額 △4,423 △5,704

リース資産（純額） 2,650 1,369

建設仮勘定 1,589 －

有形固定資産合計 570,550 542,838

無形固定資産   

ソフトウエア 1,369 1,517

電話加入権 825 825

無形固定資産合計 2,194 2,342
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当事業年度 
(平成24年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 274,371 328,455

関係会社株式 1,031,385 1,837,033

関係会社長期未収入金 124,183 101,393

破産更生債権等 778 766

長期前払費用 15,585 10,497

生命保険積立金 16,097 16,881

敷金 11,717 11,679

繰延税金資産 54,632 41,999

その他 851 851

貸倒引当金 △778 △766

投資その他の資産合計 1,528,823 2,348,791

固定資産合計 2,101,568 2,893,972

資産合計 5,024,581 5,661,150

負債の部   

流動負債   

支払手形 563,090 459,097

買掛金 126,571 95,790

短期借入金 780,000 500,000

1年内償還予定の社債 130,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 275,760 467,360

リース債務 1,282 1,017

未払金 73,776 54,552

未払費用 33,913 32,556

未払法人税等 3,606 3,153

未払消費税等 11,098 10,559

預り金 13,163 9,896

賞与引当金 20,237 10,257

役員賞与引当金 12,000 －

その他 16,114 11,216

流動負債合計 2,060,615 1,805,457

固定負債   

社債 695,000 645,000

長期借入金 334,650 1,276,890

リース債務 1,367 352

役員退職慰労引当金 105,835 110,645

退職給付引当金 157,626 159,179

環境対策引当金 3,571 3,571

その他 13,048 12,945
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当事業年度 
(平成24年12月31日) 

固定負債合計 1,311,099 2,208,582

負債合計 3,371,714 4,014,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,325 512,325

資本剰余金   

資本準備金 56,182 56,182

資本剰余金合計 56,182 56,182

利益剰余金   

利益準備金 126,800 126,800

その他利益剰余金   

別途積立金 545,000 545,000

繰越利益剰余金 398,772 358,493

利益剰余金合計 1,070,572 1,030,293

自己株式 △4,687 △4,717

株主資本合計 1,634,391 1,594,083

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,475 53,026

評価・換算差額等合計 18,475 53,026

純資産合計 1,652,866 1,647,110

負債純資産合計 5,024,581 5,661,150
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高   

商品売上高 352,685 364,223

製品売上高 3,553,790 2,856,598

売上高合計 3,906,475 3,220,822

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 4,890 6,029

当期商品仕入高 287,645 292,698

合計 292,535 298,728

商品期末たな卸高 6,029 4,428

商品売上原価 286,506 294,300

製品売上原価   

製品期首たな卸高 91,421 86,620

当期製品製造原価 2,498,725 2,102,622

合計 2,590,147 2,189,243

製品期末たな卸高 86,620 112,994

製品売上原価 2,503,526 2,076,249

売上原価合計 2,790,032 2,370,549

売上総利益 1,116,442 850,272

販売費及び一般管理費 841,555 809,781

営業利益 274,887 40,491

営業外収益   

受取利息 174 121

受取配当金 6,039 6,689

受取ロイヤリティー 20,048 10,300

為替差益 － 38,461

受取手数料 － 3,622

雑収入 1,662 7,012

営業外収益合計 27,924 66,207

営業外費用   

支払利息 21,952 29,359

社債利息 5,024 6,703

固定資産除却損 211 199

為替差損 25,165 －

社債発行費 17,812 2,259

支払手数料 7,047 9,500

雑損失 4,440 5,965

営業外費用合計 81,655 53,987

経常利益 221,156 52,711

特別損失   

投資有価証券評価損 16,991 8,352

減損損失 8,576 17,390

環境対策引当金繰入額 3,571 －

特別損失合計 29,138 25,742

税引前当期純利益 192,017 26,968

法人税、住民税及び事業税 73,809 14,053

法人税等調整額 32,694 2,070

法人税等合計 106,503 16,124

当期純利益 85,513 10,844
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 512,325 512,325

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 512,325 512,325

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 56,182 56,182

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 56,182 56,182

資本剰余金合計   

当期首残高 56,182 56,182

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 56,182 56,182

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 126,800 126,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 126,800 126,800

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 545,000 545,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 545,000 545,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 364,387 398,772

当期変動額   

剰余金の配当 △51,128 △51,122

当期純利益 85,513 10,844

当期変動額合計 34,385 △40,278

当期末残高 398,772 358,493

自己株式   

当期首残高 △4,529 △4,687

当期変動額   

自己株式の取得 △158 △29

当期変動額合計 △158 △29

当期末残高 △4,687 △4,717
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 1,600,164 1,634,391

当期変動額   

剰余金の配当 △51,128 △51,122

当期純利益 85,513 10,844

自己株式の取得 △158 △29

当期変動額合計 34,226 △40,307

当期末残高 1,634,391 1,594,083

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 28,100 18,475

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,625 34,551

当期変動額合計 △9,625 34,551

当期末残高 18,475 53,026

評価・換算差額等合計   

当期首残高 28,100 18,475

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,625 34,551

当期変動額合計 △9,625 34,551

当期末残高 18,475 53,026

純資産合計   

当期首残高 1,628,265 1,652,866

当期変動額   

剰余金の配当 △51,128 △51,122

当期純利益 85,513 10,844

自己株式の取得 △158 △29

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,625 34,551

当期変動額合計 24,601 △5,756

当期末残高 1,652,866 1,647,110
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 該当事項はありません。  

   

 （１）役員の異動 

代表者の異動 

代表取締役の辞任（平成25年３月28日付予定）  

※辞任後は、当社顧問（常勤）に就任の予定であります。   

   

（２）その他役員の異動  

取締役の辞任（平成25年３月28日付予定）  

※辞任後は、当社顧問（常勤）に就任の予定であります。  

  

（３）その他 

執行役員の退任（平成25年４月１日付） 

※退任後は、当社顧問（常勤）・中国推進室長（技術アドバイザー）として、引き続き当社グループの中国業務推進

に従事する予定であります。 

 

                                            以  上 

  

(４)継続企業の前提に関する注記

６．その他

役名および役職 氏 名 

代表取締役専務執行役員     宇田 憲二 

役名および役職 氏 名 

取締役執行役員経営企画室長      細川 恵永 

役名および役職 氏 名 

執行役員中国推進室長 

（技術アドバイザー）  
     山名 弘之 
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