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（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１四半期  2,153  △8.9  115  △36.7  79  △46.2  49  △39.3

24年３月期第１四半期  2,364  △3.1  182  44.2  147  70.2  81  △3.4

  
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 

25年３月期第１四半期  2.97  －

24年３月期第１四半期  4.89  －

  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 

25年３月期第１四半期  13,492  3,732  27.7  225.25

24年３月期  12,656  3,771  29.8  227.60

（参考）自己資本 25年3月期第１四半期 3,732百万円   24年3月期 3,771百万円 

  
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 
24年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

25年３月期  －       

25年３月期（予想）   0.00 － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有 ・無

  （％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）  4,280  △10.8  240  △20.1  160  △30.6  80  0.6  4.83

通期  8,550  △0.3  450  △14.5  240  △33.3  130  △2.4  7.85

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有・無



※  注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

(注）詳細は、添付資料Ｐ３「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。  

  

（３）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を実施中であ

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異なる可能性があります。 

 業績予想の前提となる仮定等については、添付資料Ｐ３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に

関する定性的情報」をご覧ください。  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有 ・無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 有 ・無

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 有 ・無

③  会計上の見積りの変更                    ： 有 ・無

④  修正再表示                              ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期１Ｑ 16,623,613株 24年3月期 16,623,613株

②  期末自己株式数 25年3月期１Ｑ 54,186株 24年3月期 53,747株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期１Ｑ 16,569,838株 24年3月期１Ｑ 16,570,467株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における世界経済は、米国では、雇用が低迷、個人消費も緩慢な伸びにとどまる等景

気減速懸念がでてきており、欧州では、欧州ソブリン債務問題の不安拡大等により、景気下振れ懸念が高まっ

てきたことに加え、中国等の新興国経済は、スローダウン基調となってきたこと等減速懸念が強まりました。 

 一方、日本経済は、東日本大震災の復興需要等の景気の押し上げ要因があるものの、米欧経済の低迷と長引

く円高により景気鈍化が懸念され、国内外経済全体としては減速感の強まる状況となりました。 

 当社の属するファインケミカル業界は、国内外経済の減速傾向に加え、世界の自動車産業に減速懸念が出て

きたことにより、売上高ベースでは、引き続き厳しい状況となりました。また、収益環境においても、円高の

状況が続く中、中国・アジアマーケットを中心にグローバルな販売価格競争は続いており、依然厳しい状況と

なりました。  

 このような状況の下、当社の第１四半期累計期間の業績は、主力製品であるベンゾトリアゾール系薬剤の海

外向け販売数量が前年同四半期比６割程度と低迷した影響により、売上高では、前年同四半期比210百万円減少

し、2,153百万円（前年同四半期比8.9％減）となりました。利益面は経費圧縮に努めましたものの、減収に伴

う利益悪化要因に加え、一部の製品の生産効率低下などによる利益圧迫要因等により、営業利益は115百万円

（同36.7％減）、経常利益は、生産休止費用等の計上もあり79百万円（同46.2％減）となりました。四半期純

利益については、明石工場事故に係る保険金収入49百万円を特別利益に計上したこと、当該事故に係る事故対

策費32百万円を特別損失に計上したこと、法人税等47百万円を計上したことにより、49百万円（同39.3％減）

となりました。 
    
 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（化学品事業） 

 当第１四半期累計期間の売上高は、国内外経済の減速傾向に加え、世界の自動車産業に減速懸念が出てきた

ことを受け、主力製品であるベンゾトリアゾール系薬剤の海外向け販売数量が前年同四半期比６割程度と低迷

した影響により、紫外線吸収剤で前年同四半期比262百万円減の1,056百万円（前年同四半期比19.9％減）とな

ったことに加え、国内外経済の減速の影響は、製紙用薬剤、酸化防止剤、電子材料においてもでてきており、

各々について相当程度の減収となりましたが、一部の受託製品で好調なものがあり、受託製品を含むその他の

化成品が454百万円（同36.7％増）と底堅く推移した結果、全体では同223百万円減の1,842百万円（同10.8％

減）にとどまりました。  
  
（ホーム産業事業） 

 当第１四半期累計期間の売上高は、木材保存薬剤における新規製品の売上が寄与し、前年同四半期比13百万

円増の255百万円（前年同四半期比5.5％増）となった結果、全体では同12百万円増の310百万円（同4.1%増）と

なりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 （品目別販売実績）                              （単位：千円,%） 

 （注）金額は、消費税等を含んでおりません。  

   

（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） 

 当第１四半期末（以下「当四半期末」という）の総資産は、前事業年度末（以下「前期末」という）比836百

万円増加し、13,492百万円となりました。流動資産は同838百万円増の8,692百万円、固定資産は同1百万円減の

4,788百万円、繰延資産は同1百万円減の11百万円となりました。 

 流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加額394百万円、受取手形及び売掛金の増加額229百万円、

たな卸資産の増加額120百万円などによるものであり、固定資産の減少の主な要因は、有形固定資産が11百万円

増加したものの、無形固定資産が3百万円減少したことおよび投資その他の資産が8百万円減少したことなどに

よるものであります。 

 当四半期末の負債は、前期末比875百万円増加し、9,760百万円となりました。流動負債は同629百万円増の

7,160百万円、固定負債は同245百万円増の2,599百万円となりました。 

 流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加額475百万円の他、賞与引当金および短期借入金等

の増加と未払法人税等の減少を反映したものであり、固定負債の増加の主な要因は、長期借入金の増加などに

よるものであります。 

 当四半期末の純資産は、前期末比39百万円減少し3,732百万円となりました。この減少の主な要因は、四半期

純利益を49百万円計上しましたが、配当金の支払82百万円があったことにより、利益剰余金が減少したことに

よるものであります。この結果、自己資本比率は27.7％となりました。  

    

セグメント別  

   

      期別 

 区分  

前第１四半期累計期間 

平成24年３月期 

当第１四半期累計期間 

平成25年３月期 
増減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 

化学品事業  

  

 紫外線吸収剤 1,318,399 55.8 1,056,245  49.1 △262,153

 写真薬中間体 127,675 5.4 131,655  6.1 3,980

 製紙用薬剤 98,101 4.1 75,634  3.5 △22,467

 酸化防止剤 86,779 3.7 52,482  2.4 △34,297

 電子材料 84,054 3.6 50,486  2.3 △33,568

 防錆剤 13,539 0.6 14,717  0.7 1,178

 染顔料中間体 5,168 0.2 7,443  0.4 2,274

 その他 332,153 14.0 454,101  21.1 121,948

（小  計） 2,065,872 87.4 1,842,766  85.6 △223,105

ホーム産業事業 

 木材保存薬剤 241,989 10.2 255,353  11.9 13,363

 ＤＩＹ商品 13,863 0.6 7,389  0.3 △6,473

 その他 42,533 1.8 47,958  2.2 5,424

（小  計） 298,386 12.6 310,701  14.4 12,314

合  計  2,364,258 100.0 2,153,468  100.0 △210,790
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 世界経済は、米国の雇用低迷、個人消費の伸び悩み、欧州ソブリン債務問題の不安拡大等により、米欧経済

の低迷は依然続くものと予想され、中国等の新興国経済においてもスローダウン基調となってきたこと等によ

り、減速懸念が更に強まっております。一方、日本経済は、東日本大震災の復興需要等の景気の押し上げ要因

があるものの、米欧経済の低迷と長引く円高により景気鈍化が懸念され、国内外経済は更に厳しい状況となる

ものと思われます。 

 当第１四半期累計期間の業績は、５月10日発表の業績予想に対し、おおむね計画通りの推移となっておりま

すが、国内外経済が更に減速する影響が、７月頃より相当程度でてくるものと見込まれることから、平成25年

３月期第２四半期累計期間、通期の業績予想について現在見直し中であります。 

 従いまして、平成24年５月10日に公表いたしました数値は変更しておりません。公表可能な情報となり次第、

適時開示いたします。 

  

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

当第１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）  

 該当事項はありません。 

   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 会計上の見積の変更と区別することが困難な会計方針の変更  

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

  これによる当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響は軽微であります。

   

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（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１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,561,273 2,955,342

受取手形及び売掛金 2,043,997 2,273,055

商品及び製品 2,631,987 2,626,833

仕掛品 141,850 143,908

原材料及び貯蔵品 366,285 489,597

その他 121,091 215,618

貸倒引当金 △13,052 △12,114

流動資産合計 7,853,433 8,692,241

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,003,299 994,686

土地 2,980,462 2,980,462

その他（純額） 567,166 586,908

有形固定資産合計 4,550,928 4,562,057

無形固定資産 38,240 34,633

投資その他の資産   

投資有価証券 105,073 97,328

その他 115,923 114,820

貸倒引当金 △20,410 △20,318

投資その他の資産合計 200,586 191,830

固定資産合計 4,789,756 4,788,521

繰延資産 12,873 11,725

資産合計 12,656,062 13,492,488

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,008,218 1,483,757

短期借入金 3,900,000 3,950,000

1年内返済予定の長期借入金 981,667 1,054,708

未払法人税等 126,638 51,336

賞与引当金 50,397 76,693

その他 463,425 543,786

流動負債合計 6,530,347 7,160,282

固定負債   

社債 250,000 250,000

長期借入金 1,326,898 1,610,921

退職給付引当金 273,347 279,657

環境対策引当金 2,172 2,172

その他 501,977 457,148

固定負債合計 2,354,394 2,599,898

負債合計 8,884,741 9,760,180
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,155,352 2,155,352

資本剰余金 1,052,562 1,052,562

利益剰余金 565,859 532,174

自己株式 △13,840 △13,891

株主資本合計 3,759,934 3,726,198

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,387 6,109

評価・換算差額等合計 11,387 6,109

純資産合計 3,771,321 3,732,307

負債純資産合計 12,656,062 13,492,488
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,364,258 2,153,468

売上原価 1,878,204 1,755,458

売上総利益 486,054 398,009

販売費及び一般管理費 303,986 282,740

営業利益 182,068 115,269

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 2,377 2,511

その他 19,801 5,454

営業外収益合計 22,179 7,968

営業外費用   

支払利息 30,419 25,606

生産休止費用 － 11,846

その他 26,363 6,472

営業外費用合計 56,782 43,925

経常利益 147,465 79,311

特別利益   

保険金収入 － 49,684

特別利益合計 － 49,684

特別損失   

事故対策費 － 32,402

特別損失合計 － 32,402

税引前四半期純利益 147,465 96,593

法人税、住民税及び事業税 66,412 47,429

四半期純利益 81,052 49,164
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 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）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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