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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 20,843 △1.4 949 △61.0 1,242 △52.9 785 △52.9
25年3月期第3四半期 21,132 △6.9 2,435 3.0 2,637 13.2 1,668 23.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,145百万円 （△34.1％） 25年3月期第3四半期 1,738百万円 （47.4％）

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 65.47 65.03
25年3月期第3四半期 137.09 137.04

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3四半期 43,301 20,986 47.7 1,722.98
25年3月期 41,119 20,300 48.7 1,667.59
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 20,674百万円 25年3月期 20,010百万円

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 ― 17.00 ― 21.00 38.00
26年3月期 ― 17.00 ―
26年3月期（予想） 21.00 38.00

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 30,112 7.1 1,652 △38.5 1,683 △44.4 1,009 △48.0 84.20



(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 

(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 
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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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、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原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お
よび業績予想の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」２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）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

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
②①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3Q 12,300,000 株 25年3月期 12,300,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 300,569 株 25年3月期 300,569 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 11,999,431 株 25年3月期3Q 12,171,323 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による積極的な経済政策や日銀の金融緩和策による経済

成長への期待感より円高是正や株価の上昇が進んでいるものの、円安に伴う原材料価格の上昇や新興国の経済減速

など依然として先行きは不透明な状況となっています。  

このような環境のもと、当社グループは国内外の情報通信産業を中心に、顧客のニーズに基づいた多種多様な

フッ化物製品の供給を行うとともに、特殊貨物輸送で培った独自のノウハウに基づいた化学品の物流を担う事業展

開を行ってきました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は208億43百万円(前年同期比1.4％減)となりました。主力の半導体・液晶

部門は堅調に推移したものの、半導体装置部門および電池部門等での販売が減少したことにより売上高が減少しま

した。 

売上原価については、原料購入価格の上昇やリチウムイオン二次電池用電解質の新設備稼働に伴う減価償却費

増加等により前年同期に比べ原価率は上昇しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益は９億49百万円（同61.0％減）、経常利益は12億42百万円(同

52.9％減)、四半期純利益は７億85百万円（同52.9％減）となりました。 

   

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の業績予想につきましては、概ね予想通り推移していますので、平成25年４月26日に公表しまし

た業績予想から修正は行っていません。   

   

（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 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しています。  

   

（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。 

   

   

１．当四半期決算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
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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 4,457 6,230 

受取手形及び売掛金 5,834 6,537 

商品及び製品 1,969 2,070 

仕掛品 1,008 814 

原材料及び貯蔵品 715 676 

その他 1,178 1,169 

貸倒引当金 △99 △102 

流動資産合計 15,064 17,396 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,707 6,386 

機械装置及び運搬具（純額） 10,931 9,858 

土地 5,467 5,467 

建設仮勘定 253 1,325 

その他（純額） 1,156 1,110 

有形固定資産合計 24,516 24,148 

無形固定資産   

その他 76 109 

無形固定資産合計 76 109 

投資その他の資産   

その他 1,769 1,689 

貸倒引当金 △308 △42 

投資その他の資産合計 1,461 1,646 

固定資産合計 26,054 25,904 

資産合計 41,119 43,301 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,701 1,723 

短期借入金 3,281 5,155 

1年内返済予定の長期借入金 3,953 3,183 

未払法人税等 772 115 

賞与引当金 339 173 

その他 1,241 2,129 

流動負債合計 11,289 12,480 

固定負債   

長期借入金 8,213 8,444 

退職給付引当金 601 624 

役員退職慰労引当金 506 528 

その他 207 236 

固定負債合計 9,528 9,834 

負債合計 20,818 22,314 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,180 3,180 

資本剰余金 3,288 3,288 

利益剰余金 14,194 14,520 

自己株式 △496 △496 

株主資本合計 20,166 20,492 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10 19 

繰延ヘッジ損益 △24 － 

為替換算調整勘定 △142 162 

その他の包括利益累計額合計 △156 182 

新株予約権 3 3 

少数株主持分 287 308 

純資産合計 20,300 20,986 

負債純資産合計 41,119 43,301 
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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 21,132 20,843 

売上原価 15,811 16,946 

売上総利益 5,321 3,897 

販売費及び一般管理費 2,885 2,947 

営業利益 2,435 949 

営業外収益   

デリバティブ評価益 124 35 

持分法による投資利益 82 104 

為替差益 － 99 

その他 144 124 

営業外収益合計 351 364 

営業外費用   

支払利息 78 66 

為替差損 40 － 

その他 31 4 

営業外費用合計 150 71 

経常利益 2,637 1,242 

特別利益   

固定資産売却益 5 23 

特別利益合計 5 23 

特別損失   

固定資産廃棄損 26 7 

投資有価証券評価損 － 4 

その他 0 0 

特別損失合計 26 12 

税金等調整前四半期純利益 2,615 1,253 

法人税等 966 490 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,649 763 

少数株主損失（△） △19 △21 

四半期純利益 1,668 785 
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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 1,649 763 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 9 

繰延ヘッジ損益 18 24 

為替換算調整勘定 55 265 

持分法適用会社に対する持分相当額 14 82 

その他の包括利益合計 89 381 

四半期包括利益 1,738 1,145 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,757 1,124 

少数株主に係る四半期包括利益 △18 21 
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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） 

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

   

（注）「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、保険代理事業、自動車整備事

業、エネルギーマネジメント事業（ネットワーク関連機器およびソフトウェア開発販売）およびムーンライ

ト事業（蓄光製品の製造販売）を含んでいます。  

  

２．報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

  

（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 
その他 
（注） 

合計 
高純度 
薬品  

運輸 メディカル 
コスメ 
ティック 

計 

売上高               

外部顧客への 

売上高 
 17,523  3,322  －  112  20,958  174  21,132

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 11  2,110  －  －  2,121  138  2,260

計  17,534  5,432  －  112  23,079  313  23,392

セグメント利益 

又は損失（△） 
 2,759  503  △495  △106  2,660  △224  2,436

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  2,660

「その他」の区分の利益  △224

セグメント間取引消去  △0

四半期連結損益計算書の営業利益  2,435
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Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

   

（注）「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、保険代理事業、自動車整

備事業、エネルギーマネジメント事業（ネットワーク関連機器およびソフトウェア開発販売）および

ムーンライト事業（蓄光製品の製造販売）を含んでいます。 

２．報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

   

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
高純度 
薬品  

運輸 メディカル 
コスメ 
ティック 

計 

売上高               

外部顧客への 

売上高 
 17,285  3,177  －  147  20,609  234  20,843

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 6  2,235  －  －  2,242  160  2,402

計  17,291  5,413  －  147  22,852  394  23,246

セグメント利益 

又は損失（△） 
 1,254  532  △465  △175  1,145  △196  949

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,145

「その他」の区分の利益  △196

セグメント間取引消去  △0

四半期連結損益計算書の営業利益  949
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