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1.  平成25年1月期第3四半期の業績（平成24年2月1日～平成24年10月31日） 

※当社は、平成24年１月期第３四半期は連結業績を開示しておりましたが、第１四半期より非連結での業績を開示しております。そのため、平成24年１月期第３
四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年1月期第3四半期 2,501 ― 61 ― 68 ― 26 ―
24年1月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

25年1月期第3四半期 3.65 3.63
24年1月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年1月期第3四半期 4,239 2,412 56.9
24年1月期 4,298 2,417 56.2
（参考） 自己資本   25年1月期第3四半期  2,412百万円 24年1月期  2,417百万円

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  ：  有  
 

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

24年1月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年1月期 ― 0.00 ―
25年1月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年 1月期の業績予想（平成24年 2月 1日～平成25年 1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  ：  有   

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 3,250 △18.8 12 △96.3 14 △95.2 △8 ― △1.12



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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） 

※  注記事項

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） 25年1月期3Q 7,160,160 株 24年1月期 7,160,160 株
② 期末自己株式数 25年1月期3Q 73 株 24年1月期 13 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期3Q 7,160,106 株 24年1月期3Q 7,090,808 株

※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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 
 
※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、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、添付資料３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 当社は前期（平成24年１月期）まで連結決算を行っておりましたが、唯一の連結子会社でありましたTCLC, INC.の清算手続きが平成24年４月に完了したため、
当期（平成25年１月期）より単体決算のみを行うことになりました。  
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要に向けた公共投資の増加に

よる回復はありましたが、円高の継続や家電等の需要減退が進むにつれ、徐々に不透明さを強めており

ます。 

また、海外におきましても、欧州における債務危機問題の継続や、米国経済の回復の遅れ、中国経済

の成長速度の鈍化等、世界経済は不安定さを増してきております。 

当社の主要な販売先であります半導体業界におきましても、スマートフォンやタブレット端末関連

等、好調な分野もありましたが、一方ではテレビ・パソコンなどの市場が引き続き低迷したこと等によ

り、設備投資の抑制や生産調整の実施、さらには構造改革への取り組みの加速等、総じて厳しい事業環

境下で推移しております。また、太陽電池業界におきましても、全体的な需要の増加はあったものの、

供給量の拡大に見合う水準ではなく、在庫の増加に伴い、大幅に製品価格が下落しております。 

このような状況下、当社におきましては、経営全般にわたる徹底した効率化施策を推進するととも

に、新規化学材料の販売に注力し、売上高の回復と収益力の向上を推進しつつ、併せて将来に向けた生

産体制の整備拡充及び研究開発活動にも努めてまいりました。 

一方で、第２四半期において、顧客より当社の販売した製品の不具合に対する損害賠償請求があり、

協議の結果、損害賠償金52,610千円を支払う事で合意し、同額を特別損失として計上いたしました。 

その結果、売上高は2,501,730千円となり、営業利益は61,941千円、経常利益は68,111千円となりま

した。また、子会社清算益、投資有価証券評価損、損害賠償金の特別損益計上により税引前四半期純利

益が40,998千円となり、四半期純利益は26,153千円となりました。 

なお、平成24年４月において唯一の連結子会社でありましたTCLC, INC.の清算手続きが完了いたしま

した。これにより当社は連結財務諸表非作成会社となりましたので、前年同四半期との比較は行ってお

りません。 

また、当社の事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメン

トであるため、セグメント別の記載を省略しております。  

  

 (流動資産) 

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末比45,243千円増加し、2,252,322

千円となりました。その主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少した一方で、原材料及

び貯蔵品、流動資産のその他が増加したことによるものであります。 

 (固定資産) 

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、同104,417千円減少し、1,987,287千円となりま

した。その主な要因は、減価償却が進んだこと等により有形固定資産の残高が減少したことによるもの

であります。 

 (流動負債) 

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、同62,078千円減少し、1,483,910千円となりま

した。その主な要因は、原材料等の仕入の減少に伴う買掛金の減少、法人税等の納付に伴う未払法人税

等の減少が1年内返済予定の長期借入金等の増加を上回ったことによるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況
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 (固定負債) 

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は、同8,206千円増加し、343,317千円となりまし

た。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。 

 (純資産) 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、同5,302千円減少し、2,412,381千円となりまし

た。その主な要因は、配当金の支払いが四半期純利益の計上を上回ったことにより利益剰余金が減少し

たことによるものであります。 

  

近の業績動向を踏まえ、平成24年３月15日に公表いたしました平成25年１月期の業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、平成24年11月30日付「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお

知らせ」をご覧ください。  

  

（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） 

第１四半期会計期間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。 

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）追加情報
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年１月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 605,060 589,988

受取手形及び売掛金 1,115,267 1,092,211

商品及び製品 17,219 20,545

仕掛品 161,567 165,217

原材料及び貯蔵品 261,001 293,402

その他 48,512 92,289

貸倒引当金 △1,550 △1,332

流動資産合計 2,207,078 2,252,322

固定資産

有形固定資産

建物 939,213 948,407

減価償却累計額 △408,264 △439,921

建物（純額） 530,949 508,486

機械及び装置 679,368 739,948

減価償却累計額 △411,179 △461,737

機械及び装置（純額） 268,188 278,210

工具、器具及び備品 990,012 1,027,787

減価償却累計額 △637,064 △734,805

工具、器具及び備品（純額） 352,947 292,982

土地 608,641 608,641

その他 303,014 291,894

減価償却累計額 △65,798 △76,373

その他（純額） 237,216 215,520

有形固定資産合計 1,997,944 1,903,841

無形固定資産 6,575 5,618

投資その他の資産

その他 91,729 82,567

貸倒引当金 △4,545 △4,740

投資その他の資産合計 87,184 77,827

固定資産合計 2,091,704 1,987,287

資産合計 4,298,783 4,239,609
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年１月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 155,337 107,223

短期借入金 900,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 175,988 214,032

未払法人税等 122,308 4,397

賞与引当金 38,713 68,550

その他 153,640 189,708

流動負債合計 1,545,988 1,483,910

固定負債

長期借入金 315,074 322,580

退職給付引当金 8,780 11,027

その他 11,256 9,710

固定負債合計 335,111 343,317

負債合計 1,881,099 1,827,228

純資産の部

株主資本

資本金 741,682 741,682

資本剰余金 642,682 642,682

利益剰余金 1,044,548 1,034,902

自己株式 △3 △18

株主資本合計 2,428,911 2,419,248

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △11,227 △6,867

評価・換算差額等合計 △11,227 △6,867

純資産合計 2,417,683 2,412,381

負債純資産合計 4,298,783 4,239,609
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（２）四半期損益計算書

 第３四半期累計期間

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年２月１日
至 平成24年10月31日)

売上高 2,501,730

売上原価 1,724,687

売上総利益 777,043

販売費及び一般管理費 715,102

営業利益 61,941

営業外収益

受取利息 78

受取配当金 9,441

為替差益 6,207

その他 2,216

営業外収益合計 17,943

営業外費用

支払利息 11,375

その他 398

営業外費用合計 11,774

経常利益 68,111

特別利益

子会社清算益 29,762

特別利益合計 29,762

特別損失

投資有価証券評価損 4,264

損害賠償金 52,610

特別損失合計 56,875

税引前四半期純利益 40,998

法人税、住民税及び事業税 16,488

法人税等調整額 △1,643

法人税等合計 14,844

四半期純利益 26,153

㈱トリケミカル研究所（4369）　平成25年１月期　第３四半期決算短信（非連結）

－6－



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年２月１日
至 平成24年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 40,998

減価償却費 201,965

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,836

受取利息及び受取配当金 △9,520

支払利息 11,375

投資有価証券評価損益（△は益） 4,264

子会社清算損益（△は益） △29,762

損害賠償損失 52,610

売上債権の増減額（△は増加） 23,056

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,278

仕入債務の増減額（△は減少） △48,114

未払又は未収消費税等の増減額 22,601

未払金の増減額（△は減少） 2,495

その他の流動資産の増減額（△は増加） △485

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,537

その他の固定負債の増減額（△は減少） 2,247

その他 △2,511

小計 260,241

利息及び配当金の受取額 9,520

利息の支払額 △11,410

法人税等の支払額 △187,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △900

有形固定資産の取得による支出 △131,067

子会社の清算による収入 40,663

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △154,450

リース債務の返済による支出 △5,249

自己株式の取得による支出 △15

配当金の支払額 △35,327

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,956

現金及び現金同等物に係る換算差額 41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,072

現金及び現金同等物の期首残高 605,060

現金及び現金同等物の四半期末残高 589,988
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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