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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  7,439  △5.9  △151  －  37  △15.2  △20  －

25年３月期第１四半期  7,910  △6.2  45  △71.3  44  △76.1  38  △75.5

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 234百万円（ ％） 320.6   25年３月期第１四半期 56百万円 （ ％） △67.0

  
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  △0.20  －

25年３月期第１四半期  0.39  －

  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  47,297  35,794  75.1  363.84

25年３月期  47,469  35,853  75.0  364.47

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 35,533百万円   25年３月期 35,595百万円 

  
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  － 3.00 － 3.00  6.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   3.00 － 3.00  6.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）  16,000  1.0  50  △66.5  200  △12.1  100  △17.9  1.02

通期  35,000  8.8  1,500  170.0  1,500  35.9  1,100  －  11.26

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

 なお、通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月15日公表の業績予想を表示しており、今回見直しは行ってお

りません。第２四半期連結決算発表時に見直しを行う予定です。



※  注記事項 

  

 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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： 有

（注）詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2）四半期連結財務諸表の作成に

特有の会計処理の適用」をご覧ください。

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 99,002,000株 25年３月期 99,002,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,339,733株 25年３月期 1,339,020株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 97,662,584株 25年３月期１Ｑ 97,668,154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、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いません。

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。
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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国内経済は、アベノミクス効果による円安・株高が進み自動車などの輸出産

業を中心に業績は回復基調にあります。一方で、ナフサ価格の上昇、円安の影響による原材料高などが続いてお

り、また原発の再稼働問題など課題も多くいまだ予断を許さない状況にあります。このような中で、国内での設備

投資は模様眺めの様相を呈しており、本格的な景気回復までにはまだ時間がかかるとみております。海外において

は、アメリカでのシェールガスの本格利用に向けた投資が出てくるなど景気回復の兆しが出てきており、また世界

的に停滞していた半導体投資も動き始めるなど順調な投資が期待できる状況にある一方で、中国のGDP成長率が低

下するなど不安定な要素も見えつつあります。 

 このような状況の中、当社グループでは、国内需要の取り込みや海外での販路拡大など売り上げ確保に努めてお

りますが、国内設備投資が昨年に引き続き低調に推移している状況で、売上高が伸び悩みました。 

  その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 百万円(前年同期比 ％)となり、営業損失は 百万

円(前年同期の営業利益は 百万円）、経常利益は 百万円(前年同期比 ％)、四半期純損失は 百万円(前年

同期の四半期純利益は 百万円）となりました。 
  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①管材システム事業 

  主力の配管材料は、国内設備投資減速の影響を受け西日本を中心に売上げが伸び悩みました。一方、海外は円

安、アメリカ景気の上昇及び半導体投資の再開の影響を受けて好調に推移しておりますが、国内需要の減速をカ

バーするまでには至らず、対前年同期比マイナスとなりました。また、塩ビ原料の高止まりが解消されず、損益

的にも厳しい状況となりました。 

 その結果、当セグメントの売上高は 百万円(前年同期比△11.6％)、営業損失は 百万円(前年同期の営業

利益は 百万円)となりました。 
  

②樹脂事業 

 主力の鋳物用樹脂及びレジンコーテッドサンドは、国内においては建設機械の需要落ち込みが回復せずに売上

げは伸び悩みましたが、海外においては旺盛な需要を取り込めたことで、全体としては売上げを伸ばしました。

発泡材料及び建築資材用途工業用樹脂は消費税増税前の駆け込み需要を捉えたことにより、また、電子材料用樹

脂はＬＥＤ用途が好調であり、売上げを伸ばしました。しかしながら、主原料価格の高騰に加え、海外の販売に

おける厳しい価格競争等により、収益面では厳しい状況で推移しました。 

 その結果、当セグメントの売上高は 百万円(前年同期比＋3.9％)、営業損失は 百万円(前年同期の営業

損失は 百万円)となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。

これは中国工場の増設等に伴う有形固定資産の増加がありましたが、受取手形及び売掛金などの減少によるもので

す。負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。これは未払金などのその他流

動負債の減少によるものです。純資産は 百万円となり、前連結会計期間年度末に比べ 百万円減少しまし

た。これは為替換算調整勘定の増加よりも、四半期純損失と支払配当金による減少が上回ったためです。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  連結業績予想につきましては、 近の業績動向等を踏まえ、平成25年５月15日に公表しました第２四半期（累

計）の業績予想を修正いたしました。 

 なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,439 △5.9 151

45 37 △15.2 20

38

4,438 11

107

3,001 118

51

47,297 172

11,503 112

35,794 60
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（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） 

 主として当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する方法を採用しております。   

   

（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。     

   

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：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 7,074 7,058

受取手形及び売掛金 12,191 11,445

たな卸資産 7,113 7,229

その他 401 645

貸倒引当金 △22 △15

流動資産合計 26,757 26,363

固定資産   

有形固定資産 14,061 14,329

土地 5,851 5,861

その他（純額） 8,209 8,468

無形固定資産 246 240

投資その他の資産   

投資有価証券 4,761 4,750

その他 1,667 1,638

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 6,405 6,365

固定資産合計 20,712 20,934

資産合計 47,469 47,297

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,308 6,311

短期借入金 43 47

未払法人税等 92 41

引当金 － 324

その他 1,938 1,646

流動負債合計 8,382 8,370

固定負債   

退職給付引当金 1,391 1,413

役員退職慰労引当金 219 115

その他 1,624 1,605

固定負債合計 3,234 3,134

負債合計 11,616 11,503

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 8,479 8,479

利益剰余金 22,556 22,243

自己株式 △558 △558

株主資本合計 35,477 35,164

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 319 287

為替換算調整勘定 △201 82

その他の包括利益累計額合計 118 369

少数株主持分 258 261

純資産合計 35,853 35,794

負債純資産合計 47,469 47,297
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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 7,910 7,439

売上原価 5,630 5,266

売上総利益 2,280 2,173

販売費及び一般管理費 2,234 2,325

営業利益又は営業損失（△） 45 △151

営業外収益   

受取利息 2 13

受取配当金 18 22

持分法による投資利益 16 12

複合金融商品評価益 － 44

為替差益 － 88

その他 12 15

営業外収益合計 48 195

営業外費用   

支払利息 1 1

売上割引 2 3

有価証券償還損 9 2

複合金融商品評価損 16 －

為替差損 18 －

その他 4 1

営業外費用合計 49 6

経常利益 44 37

特別利益   

固定資産売却益 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失   

固定資産除却損 15 0

特別損失合計 15 0

税金等調整前四半期純利益 28 38

法人税等 △10 55

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

38 △17

少数株主利益 － 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38 △20
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

38 △17

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △139 △33

為替換算調整勘定 159 283

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 1

その他の包括利益合計 17 251

四半期包括利益 56 234

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 56 231

少数株主に係る四半期包括利益 － 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） 

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） セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分されない全社費用（主に報告セグメントに帰属

しない基礎研究開発費及び報告セグメントが負担する一般管理費及び研究開発費の配賦差額）であります。 

  

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 

（注） セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分されない全社費用（主に報告セグメントに帰属

しない基礎研究開発費及び報告セグメントが負担する一般管理費及び研究開発費の配賦差額）であります。 

   

（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 
調整額 
（注） 

四半期連結財
務諸表計上額管材システム

事業 
樹脂事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高  5,020  2,889  7,910  －  7,910

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  5,020  2,889  7,910  －  7,910

セグメント利益又は損失（△） 

（営業利益又は損失（△）） 
 107  △51  55  △10  45

  （単位：百万円） 

  

報告セグメント 
調整額 
（注） 

四半期連結財
務諸表計上額管材システム

事業 
樹脂事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高  4,438  3,001  7,439  －  7,439

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  4,438  3,001  7,439  －  7,439

セグメント利益又は損失（△） 

（営業利益又は損失（△）） 
 △11  △118  △129  △22  △151
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