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

26年3月期第3四半期 74,898 9.1 11,373 28.0 12,082 32.0 7,810 28.5
25年3月期第3四半期 68,652 4.3 8,885 61.5 9,151 85.6 6,077 170.7

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 11,142百万円 （85.5％） 25年3月期第3四半期 6,005百万円 （235.9％）

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3四半期 80.18 ―
25年3月期第3四半期 62.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 123,736 74,727 60.4
25年3月期 112,180 65,444 58.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 74,725百万円 25年3月期 65,441百万円

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 ― 6.00 ― 9.00 15.00
26年3月期 ― 9.00 ―
26年3月期（予想） 9.00 18.00

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、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 113,000 22.9 17,000 43.3 17,200 39.0 10,700 31.2 109.85

SOUMU
スタンプ



(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 
詳細は、【添付資料】P4.「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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

詳細は、【添付資料】P4.「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監査手続の対象外であります。 
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連結財務諸表の四半期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予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 
なお、業績予想の前提となる条件およびご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】P3.「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」をご覧ください。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 有
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） 26年3月期3Q 98,369,186 株 25年3月期 98,369,186 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 966,899 株 25年3月期 962,507 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 97,404,045 株 25年3月期3Q 97,409,039 株
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当第3四半期連結累計期間（平成25年4月1日～平成25年12月31日）におけるわが国経済は、アベノミ

クス下での積極的な経済政策の進捗や金融緩和の強化による経済効果への期待感から円安・株高が進行

し、内需については公的需要の拡大や消費者マインドの改善、住宅投資の駆け込み需要などもあり、ま

た企業設備投資の一部で持ち直しの動きが見られるなど、景気回復のすそ野が広がる中で推移しまし

た。外需についても円高修正を追い風に製造業の業績改善が進むなど、全体的な景況感は回復基調にあ

りました。一方、原燃料価格については高止まりの状況が続いており、今後の動向が懸念されます。当

社グループにおいては、こうした事業環境のもとで、汎用分野の工業薬品類等は減少しましたが、スペ

シャリティ製品の一部伸長および円安基調の継続などもあり業績は改善しました。 

当社グループは、2011年度よりスタートした中期経営計画「Double１５（ダブルフィフティーン）」

（2011年度～2015年度）に掲げた目標を達成するためにコア事業の積極的拡大、第三の柱構築の加速な

どに引き続き取り組み、計画に基づいた投資や拡販を進めております。 

その結果、当第3四半期累計期間の連結業績につきましては、売上高は前年同期に比べ62億4千6百万

円増加し、748億9千8百万円（前年同期比9.1％増）となりました。営業利益は前年同期に比べ24億8千8

百万円増加し、113億7千3百万円（同28.0％増）となりました。経常利益は前年同期に比べ29億3千1百

万円増加し、120億8千2百万円（同32.0％増）となり、四半期純利益は前年同期に比べ17億3千3百万円

増加し、78億1千万円（同28.5％増）となりました。 

  

報告セグメント 

＜合成樹脂＞  

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」は、汎用・スペシャリティ分野とも販売数量は第3四半期の寄与もあ

り前年同期に比べ増加し、売上高も輸出に係る円安効果が大きく、前年同期に比べ増加しました。二次

加工分野の機能フィルムは、光学用途の「ＯＰＬフィルム」が５系広幅設備の寄与増もあり、売上高は

前年同期に比べ増加しました。 

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」は、食品包装用途を中心に販売数量は前年同期並みに留まりましたが、

海外子会社の円安による為替換算差もあり、売上高は前年同期に比べ増加しました。 

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂を中核とするスペシャリティポリマーは、エマルジョン

製品は健闘しましたが、「コーポニール」が伸び悩んだこともあり、売上高は前年同期に比べ減少しま

した。 

以上の結果、合成樹脂の売上高は566億9千6百万円（前年同期比13.4%増）となりました。セグメント

利益（営業利益）は、原燃料コストの増加および試作費用増等の減益要因はありましたが、スペシャリ

ティ製品の販売数量増および円安効果ならびに減価償却方法の変更等による固定費減などの増益要因が

大きく、前年同期に比べ27億4千1百万円増加し、115億4千5百万円（同31.1％増）となりました。 

  

＜有機合成＞ 

酢酸、酢酸ビニルモノマー等の工業薬品および酢酸誘導体等のファインケミカル製品を中核とする有

機合成の売上高は、ファインケミカル製品の一部販売数量増はありましたが、工業薬品類の販売数量減

等により153億6千8百万円（前年同期比1.6%減）となりました。セグメント損益（営業損益）は、販売

数量減および原燃料高による売買価格スプレッドの縮小などの減益要因により、前年同期に比べ1億6千

2百万円減少し、5百万円の損失となりました。 

  
報告セグメントの売上高は720億6千5百万円（前年同期比9.9%増）となり、セグメント利益（営業利

益）は115億4千万円（同28.8%増）となりました。 

  
＜その他＞ 

 設備工事、保守、環境分析および物流サービス事業等を主体とするその他の売上高は、28億3千2百万

円（前年同期比7.4%減）となり、セグメント利益（営業利益）は前年同期に比べ2千4百万円減少し、1

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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億7千6百万円（同12.1%減）となりました。 

  

当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,237億3千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ115億5千

6百万円増加しました。流動資産は572億4千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億9千3百万円増

加しました。主な要因は、商品及び製品の増加（786百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（759百万

円）、現金及び預金の減少（1,113百万円）等であります。固定資産は664億8千9百万円となり、前連結

会計年度末に比べ113億6千4百万円増加しました。主な要因は、有形固定資産の増加（11,048百万

円）、投資その他の資産の増加（333百万円）等であります。  

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は490億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億7千4百

万円増加しました。流動負債は341億7千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億2千9百万円増加

しました。主な要因は、短期借入金の増加（2,772百万円）、未払法人税等の減少（1,771百万円）等で

あります。固定負債は148億3千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億4千5百万円増加しまし

た。主な要因は、リース債務（固定）の増加（625百万円）等であります。 

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は747億2千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ92億8

千3百万円増加しました。主な要因は、四半期純利益（7,810百万円）の計上による増加、為替換算調整

勘定の増加（2,843百万円）、配当金の支払（1,753百万円）による減少等によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の58.3%から60.4%になりました。 

  

平成25年7月31日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表しました平成26年3月期通期（平成

25年4月1日～平成26年3月31日）の連結業績予想に変更はありませんが、第4四半期の前提条件は国産ナ

フサ価格を72,000円／KL、為替は1ドルを105円、1ユーロを140円に変更しております。 

なお、平成26年3月期通期（平成25年4月1日～平成26年3月31日）の連結業績予想には、重要な連結子

会社の決算期変更にかかる3か月分の連結業績予想を含んでいます。 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま

せん。 

当社グループは、スペシャリティ事業の強化拡大による高収益化を図り、基盤事業のさらなる強化、

グローバルな事業展開に努めておりますが、国内外需要や為替の急激な変動などの先行き不透明なリス

クにより、業績予想から実際の業績を大きく乖離させる可能性があります。業績に変動を与える事情が

生じた場合は、速やかに業績予想の見直しを行い、証券取引所が定める適時開示基準に基づき公表を行

います。  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

一部の連結子会社において、操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、

原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を繰延べております。 

  

当社および国内連結子会社においては、従来、有形固定資産の減価償却方法については、原則として

定額法を採用するとともに、「ＯＰＬフィルム」製造設備等の一部の有形固定資産については定率法を

採用しておりましたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更しております。  

当社グループは既に公表している中期経営計画「Double１５（ダブルフィフティーン）」で掲げた目

標を達成するため、さまざまな戦略的施策を講じておりますが、液晶ディスプレイの今後更なる需要拡

大に対応するため、平成24年度において「ＯＰＬフィルム」製造設備の安定供給体制の構築を中心とし

た設備投資計画の見直しを実施しました。この見直しを契機とし、従前まで定率法を採用していた有形

固定資産についても、今後は安定的に収益貢献が期待できること及び安定的に稼働することが見込まれ

ることから、当該設備の収益獲得能力についても均等に期間配分することが望ましいと判断し、第1四

半期連結会計期間より当社グループの減価償却方法を定額法に統一することとしました。 

これにより従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益はそれぞれ4億8千1百万円増加しております。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

    原価差異の繰延処理

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

    有形固定資産の減価償却方法の変更
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,433 7,320

受取手形及び売掛金 25,120 25,793

商品及び製品 15,900 16,686

仕掛品 473 474

原材料及び貯蔵品 3,415 4,174

その他 3,756 2,825

貸倒引当金 △44 △25

流動資産合計 57,054 57,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,619 11,572

機械装置及び運搬具（純額） 28,326 28,461

土地 4,512 4,531

建設仮勘定 2,625 12,882

その他（純額） 1,677 2,364

有形固定資産合計 48,762 59,810

無形固定資産   

のれん 134 110

その他 355 363

無形固定資産合計 489 473

投資その他の資産   

その他 6,062 6,365

貸倒引当金 △189 △159

投資その他の資産合計 5,873 6,206

固定資産合計 55,125 66,489

資産合計 112,180 123,736
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,018 15,132

短期借入金 6,072 8,844

未払法人税等 2,646 875

賞与引当金 1,229 784

役員賞与引当金 85 －

修繕引当金 701 298

その他 6,395 8,244

流動負債合計 33,148 34,177

固定負債   

長期借入金 3,962 4,049

退職給付引当金 5,935 5,818

役員退職慰労引当金 100 94

その他 3,588 4,871

固定負債合計 13,587 14,832

負債合計 46,735 49,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,989 17,989

資本剰余金 13,879 13,879

利益剰余金 34,550 40,607

自己株式 △197 △202

株主資本合計 66,222 72,273

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 471 828

繰延ヘッジ損益 △48 △15

為替換算調整勘定 △1,204 1,639

その他の包括利益累計額合計 △780 2,452

少数株主持分 2 2

純資産合計 65,444 74,727

負債純資産合計 112,180 123,736
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 68,652 74,898

売上原価 48,869 51,699

売上総利益 19,783 23,199

販売費及び一般管理費 10,897 11,826

営業利益 8,885 11,373

営業外収益   

受取利息 12 12

受取配当金 81 87

受取賃貸料 83 80

為替差益 222 617

その他 108 98

営業外収益合計 509 894

営業外費用   

支払利息 166 133

持分法による投資損失 13 －

その他 63 52

営業外費用合計 243 185

経常利益 9,151 12,082

特別利益   

固定資産売却益 － 4

投資有価証券売却益 － 3

関係会社株式売却益 349 －

その他 0 2

特別利益合計 350 9

特別損失   

固定資産処分損 136 196

投資有価証券評価損 11 －

ゴルフ会員権評価損 12 3

その他 3 5

特別損失合計 164 204

税金等調整前四半期純利益 9,337 11,887

法人税、住民税及び事業税 2,987 3,363

法人税等調整額 186 615

法人税等合計 3,174 3,978

少数株主損益調整前四半期純利益 6,162 7,909

少数株主利益 85 99

四半期純利益 6,077 7,810
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 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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,162 7,909

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22 357

繰延ヘッジ損益 △55 33

為替換算調整勘定 △125 2,843

その他の包括利益合計 △157 3,233

四半期包括利益 6,005 11,142

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,920 11,043

少数株主に係る四半期包括利益 85 99
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

前第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)   (単位：百万円) 

(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、設備工事、保守、環境分析および

物流サービス事業等を含んでおります。  

２ セグメント利益の調整額△277百万円には、セグメント間取引消去17百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社共通費用△294百万円が含まれております。全社共通費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費およ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。 

  

当第3四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)   (単位：百万円) 

(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、設備工事、保守、環境分析および

物流サービス事業等を含んでおります。  

２ セグメント利益又は損失の調整額△343百万円には、セグメント間取引消去7百万円、各報告セグメントに配

分していない全社共通費用△350百万円が含まれております。全社共通費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費および研究開発費であります。 

３ セグメント利益又は損失は、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．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

再表示に記載のとおり、当社および国内連結子会社においては、第1四半期連結会計期間より、有形

固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。当該変更により、従来の方法に比

（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）

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

 
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

合成樹脂 有機合成 計

売上高              

 外部顧客への売上高 49,978 15,614 65,592 3,059 68,652 ─ 68,652

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

798 1,517 2,315 2,996 5,311 △5,311 ─

計 50,776 17,131 67,908 6,055 73,964 △5,311 68,652

セグメント利益 8,804 157 8,962 200 9,162 △277 8,885
 

 
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

合成樹脂 有機合成 計

売上高              

 外部顧客への売上高  56,696 15,368 72,065 2,832 74,898 ― 74,898 

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

826 1,671 2,497 2,572  5,069 △5,069 ― 

計  57,523  17,040  74,563  5,404  79,967  △5,069  74,898

セグメント利益又は損失
（△）

 11,545  △5  11,540  176  11,716  △343  11,373
 

②報告セグメントの変更等に関する事項

（減価償却方法の変更）
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べて、当第3四半期連結累計期間の「合成樹脂」セグメント利益は416百万円、「有機合成」セグメン

ト利益は62百万円、「その他」セグメント利益は3百万円それぞれ増加しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

③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

（固定資産に係る重要な減損損失）

（のれんの金額の重要な変動）

（重要な負ののれんの発生益）

（４）重要な後発事象
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