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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(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3月期第3四半期 5,889 △2.1 △227 ― △225 ― 580 ―
24年3月期第3四半期 6,014 △12.7 478 79.7 442 97.5 △25 ―

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3月期第3四半期 26.59 ―
24年3月期第3四半期 △1.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 16,813 9,741 57.9
24年3月期 16,417 9,151 55.7
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  9,741百万円 24年3月期  9,151百万円

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

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 9,000 10.9 100 △79.5 70 △84.6 650 212.9 29.76



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
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） 25年3月期3Q 21,974,000 株 24年3月期 21,974,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 133,347 株 24年3月期 132,407 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 21,841,244 株 24年3月期3Q 21,843,415 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、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。 

※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。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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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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 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要などによって、景気

は緩やかな回復基調にあったものの、徐々に国内景気の減速感が強まってきており、欧州債務問題

による経済不安や中国経済の成長鈍化などによる世界景気の減速、および長期化した円高の影響な

ど、依然として厳しい環境は変わっておりません。 

化学工業におきましても、今後為替が円安方向へ動くと予想されるものの、国内外の景気低迷な

どによる影響から、企業は一層の経営効率化および合理化を求められるなど、引き続き厳しい状況

が続いております。 

このような状況の中、当社は徹底した販売推進と経費節減に努めてまいりましたが、円高による

輸出の減少や原発事故による風評被害の影響などにより、当第３四半期累計期間の売上高は前年同

期比2.1%減の5,889百万円となりました。その結果、営業損失は227百万円（前年同期は478百万円の

営業利益）、経常損失は225百万円（前年同期は442百万円の経常利益）となりました。四半期純利

益につきましては、東京電力との風評被害に関する損害について合意に至ったため、賠償金が特別

利益に計上されたことなどにより、四半期純利益は580百万円（前年同期は25百万円の四半期純損

失）となりました。 

 

製品区分ごとの販売の状況は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

平成24年３月期第３四半期累計期間 平成25年３月期第３四半期累計期間 
製品区分 

国内 輸出 合計 構成比(%) 国内 輸出 合計 構成比(%)

アミノ酸関係 990 1,211 2,202 36.6 1,109 1,090 2,200 37.3

化成品関係 1,734 458 2,193 36.5 2,078 409 2,487 42.3

医薬品関係 1,380 237 1,618 26.9 970 229 1,200 20.4

合 計 4,106 1,907 6,014 100.0 4,158 1,730 5,889 100.0

構成比(%) 68.3 31.7 100.0 70.6 29.4 100.0 

（注） 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

【アミノ酸関係】 

主力製品であるアミノ酸の国内販売は前年同期に比べ増加しましたが、輸出が減少した結果、

前年同期とほぼ同じ売上高となりました。風評被害の影響からは徐々に回復しつつあるものの、

従来の売上水準には至っておらず、依然として低位に留まっております。 

【化成品関係】 

船底塗料用原料の国内および輸出販売ならびに農薬用原料、特殊触媒の国内販売などが増加し

た結果、前年同期に比べ大幅に増加いたしました。 

【医薬品関係】 

医薬品原薬の一部製品において、販売時期が第４四半期にずれ込んだ製品もあることから、前

年同期に比べ大幅に減少いたしております。 
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(2) 財政状態に関する定性的情報 

財政状態の分析 

当第３四半期会計期間末における各貸借対照表項目の増減要因は、次のとおりであります。 

(流動資産) 

当第３四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末から832百万円増加いたしました。これ

は主に、製品と現金及び預金の増加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の固定資産は、前事業年度末から436百万円減少いたしました。これ

は主に、機械及び装置の減価償却費及び投資有価証券の売却による減少であります。 

(流動負債) 

当第３四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末から85百万円増加いたしました。これ

は主に、支払手形及び買掛金、未払法人税等の増加と、短期借入金の減少によるものでありま

す。 

(固定負債) 

当第３四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末から279百万円減少いたしました。これ

は主に、長期借入金と社債の減少によるものであります。 

(純資産) 

当第３四半期会計期間末の純資産額合計は、前事業年度末から589百万円増加いたしました。

これは主に四半期純利益計上によるものであります。 

 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

今後の業績見通しにつきましては、依然として世界景気の低迷や風評被害などの影響があるため、

当社を取り巻く事業環境は引き続き不透明な状況が続くものと考えております。 

このような環境の中、当社は東日本大震災からの復興に区切りをつけ、新たな諸課題への取り組

みを推進し、引き続き一層の収益力の改善・向上に向けて全社一丸となって取り組んでおります。 

現時点における当社の平成25年3月期の業績予想につきましては、平成24年10月31日に発表いたし

ました業績予想に変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 四半期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 

税金費用については、四半期会計期間を含む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(累計期間)に当該見積実効税率を乗じて計算

する方法によっております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を

欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。 
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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３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 498,117 908,751

受取手形及び売掛金 2,923,115 2,711,527

製品 2,515,371 2,881,290

仕掛品 442,291 556,938

原材料 735,079 802,710

その他 395,319 480,445

貸倒引当金 △300 △300

流動資産合計 7,508,996 8,341,363

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,564,138 1,528,840

機械及び装置（純額） 1,639,195 1,370,762

土地 3,151,011 3,151,011

その他（純額） 513,678 510,638

有形固定資産合計 6,868,024 6,561,253

無形固定資産 91,031 79,681

投資その他の資産   

投資有価証券 1,412,683 1,313,851

その他 537,113 517,335

投資その他の資産合計 1,949,796 1,831,186

固定資産合計 8,908,853 8,472,121

資産合計 16,417,850 16,813,485

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,163,692 1,387,616

短期借入金 2,240,000 2,040,000

1年内返済予定の長期借入金 336,000 336,000

未払法人税等 18,285 270,162

賞与引当金 77,212 60,294

その他 643,184 469,682

流動負債合計 4,478,374 4,563,755

固定負債   

社債 328,500 250,000

長期借入金 838,000 661,000

再評価に係る繰延税金負債 697,655 697,655

退職給付引当金 874,910 859,309

役員退職慰労引当金 21,500 －

資産除去債務 14,233 14,187

その他 13,029 26,254

固定負債合計 2,787,829 2,508,407

負債合計 7,266,203 7,072,162
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,471,000 3,471,000

資本剰余金 3,250,140 3,250,140

利益剰余金 2,402,958 2,983,789

自己株式 △43,165 △43,366

株主資本合計 9,080,933 9,661,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94,506 101,953

繰延ヘッジ損益 △12,510 △10,910

土地再評価差額金 △11,283 △11,283

評価・換算差額等合計 70,712 79,759

純資産合計 9,151,646 9,741,323

負債純資産合計 16,417,850 16,813,485
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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)

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 6,014,126 5,889,089

売上原価 4,478,179 5,056,276

売上総利益 1,535,946 832,812

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 302,934 301,805

役員退職慰労引当金繰入額 1,800 －

賞与引当金繰入額 11,385 14,655

退職給付費用 24,047 23,969

研究開発費 145,364 140,056

その他 571,695 579,598

販売費及び一般管理費合計 1,057,226 1,060,085

営業利益又は営業損失（△） 478,719 △227,272

営業外収益   

受取利息 800 656

受取配当金 31,559 33,964

雑収入 21,114 26,901

営業外収益合計 53,473 61,522

営業外費用   

支払利息 32,898 39,662

社債利息 6,525 4,790

アレンジメントフィー 39,000 13,000

雑損失 11,502 2,516

営業外費用合計 89,926 59,969

経常利益又は経常損失（△） 442,267 △225,718

特別利益   

受取補償金 － 910,656

補助金収入 － 137,880

その他 － 3,087

特別利益合計 － 1,051,624

特別損失   

固定資産除却損 14,786 24,441

投資有価証券評価損 － 7,134

災害による損失 416,103 －

特別損失合計 430,889 31,575

税引前四半期純利益 11,377 794,329

法人税等 37,000 213,498

四半期純利益又は四半期純損失（△） △25,622 580,831
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

   当社はファインケミカル事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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