
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）
（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１四半期 40,226 4.7 6,729 6.1 7,612 17.0 5,170 21.4
25年３月期第１四半期 38,416 5.1 6,340 21.6 6,508 17.8 4,259 16.6

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 6,780百万円( 80.5％) 25年３月期第１四半期 3,756百万円( △2.0％)

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１四半期 31.58 ―
25年３月期第１四半期 25.14 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 194,908 131,146 66.7
25年３月期 199,243 126,701 63.0

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 129,990百万円 25年３月期 125,568百万円

２．配当の状況

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 ― 12.00 ― 14.00 26.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 12.00 ― 14.00 26.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 75,000 5.4 9,500 10.7 9,800 16.9 7,000 24.4 42.75
通期 156,000 1.4 20,400 4.4 21,000 2.5 14,900 7.4 91.00

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 165,000,000株 25年３月期 165,000,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,258,286株 25年３月期 1,258,186株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 163,741,747株 25年３月期１Ｑ 169,424,353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きの対象外であり、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きが実施中です。

※ 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予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実
際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
（決算補足説明資料の入手方法） 
平成25年７月30日(火)に、決算説明資料をホームページに掲載いたします。
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当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）の国内景気は、欧州債務危機の長

期化、中国の成長鈍化などの不安材料があったものの、円高修正による輸出環境の持ち直し、企業収益の

改善の動きが見られ、緩やかな回復基調となりました。 

  このような状況のもと、当期間における業績は、売上高402億26百万円（前年同期比18億10百万円

増）、営業利益67億29百万円（同３億89百万円増）、四半期純利益51億70百万円（同９億10百万円増）と

なりました。 

  セグメント別概況は以下のとおりであります。 

  

  化学品部門 

基礎化学品では、メラミン（合板用接着剤原料等）が、内需および輸出市況改善に伴い、好調に推移し

ました。また、ファインケミカルでは、「テピック」（封止材用等特殊エポキシ）の販売が、円安の後押

しを受けて増加しました。この結果、当部門の売上高は94億93百万円（前年同期比３億44百万円増）、営

業利益は８億３百万円（同37百万円増）となりました。 

  

  

  機能性材料部門 

「サンエバー」（液晶表示用材料ポリイミド）は、スマートフォンおよびタブレットＰＣに加え、テレ

ビ用液晶パネル向けが増加しました。また、半導体の高集積化に伴い多層材料の需要が拡大しました。

「スノーテックス」（電子材料用研磨剤、各種表面処理剤等）は、電子材料用研磨剤向けの販売が減少し

ました。この結果、当部門の売上高は、102億51百万円（前年同期比７億77百万円増）、営業利益は21億

33百万円（同10百万円増）となりました。 

  

  

  農業化学品部門 

国内では、「シリウス」「アルテア」（水稲用除草剤）の販売が増加し、「ラウンドアップ」（非選択

性茎葉処理除草剤）も一般家庭用を含め好調に推移しました。輸出では「タルガ」（畑作用除草剤）の拡

販に加え、一部地域への出荷が早まったことから、売上高は前年を上回りました。この結果、当部門の売

上高は99億１百万円（前年同期比16億31百万円増）、営業利益は22億72百万円（同６億94百万円増）とな

りました。 

  

  

  医薬品部門 

「リバロ」（高コレステロール血症治療薬）は、国内外での末端販売は堅調に推移しました。しかし、

原薬出荷に関しては、第１四半期に集中した前年と比較すると、国内外ともに減少しました。この結果、

当部門の売上高は28億66百万円（前年同期比６億24百万円減）、営業利益は15億73百万円（同３億76百万

円減）となりました。 

  

  

  卸売部門 

農業化学品製品の輸出および医薬中間体関連製品が伸長し、当部門の売上高は127億23百万円（前年同

期比８億４百万円増）、営業利益は３億73百万円（同16百万円増）となりました。 

  

  

  その他の部門 

全般的な国内景気の持ち直しを受け堅調に推移しました。当部門の売上高は45億91百万円（前年同期比

６億59百万円増）、営業利益は82百万円（同２億５百万円増）となりました。 

  

  

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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（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が減少したことなどにより、前連結会計年度

末比43億35百万円減の1,949億８百万円となりました。 

 負債合計も有利子負債残高、賞与引当金が減少したことなどから、前連結会計年度末比87億80百万円

減の637億61百万円となりました。  

 また、純資産は前連結会計年度末比44億45百万円増の1,311億46百万円となりました。この結果、自

己資本比率は前連結会計年度末比3.7ポイント増加し、66.7%になりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結累計期間（平成25年４月1日～平成25年６月30日）の営業活動によるキャッシュ・

フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、運転資金の増減などから法人税等の支払額を控除

した結果、41億２百万円の収入（前年同期は57億86百万円の収入）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得、農業化学品部門などの設備投資を中心

に38億91百万円の支出（前年同期は28億37百万円の支出）となりました。 

 また、財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金の返済、配当金の支払などにより74億62百万

円の支出（前年同期は104億56百万円の支出）となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、換算差額１億67百万円を加算し、前連結会計年度

末に比較して70億84百万円減少し、247億94百万円（前年同期は202億75百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明
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第１四半期においては主要製品の売上が全般的に当初計画を上回り、第２四半期においても販売がおお

むね順調に推移する見通しであることから、下記の通り第２四半期累計期間の業績予想を修正いたしまし

た。 

  なお、第３四半期以降の事業環境は依然として不透明であることから、現時点では通期業績予想につい

ての修正はありません。 

  

  

平成26年３月期第２四半期累計期間 連結業績予想（単位：百万円） 

 
  

平成26年３月期第２四半期累計期間 部門別連結売上高および営業利益予想（単位：億円） 

 
  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

 前回発表予想（A） 72,000 8,700 8,800 6,300 38円48銭

 今回発表予想（B) 75,000 9,500 9,800 7,000 42円75銭

 増減額（B－A） 3,000 800 1,000 700 －

 増減率（%） 4.2% 9.2% 11.4% 11.1% －

（ご参考）前期第２四半期実績
71,129 8,580 8,386 5,626 33円63銭

（平成25年３月期第２四半期）

 
前回発表予想 今回発表予想

売上高 営業利益 売上高 営業利益

化学品 179 9 188 10

機能性材料 196 35 204 38

農業化学品 134 14 145 17

医薬品 56 29 57 30

卸売 237 6 237 6

その他 98 0 98 0

調整額 △180 △6 △179 △6

計 720 87 750 95
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４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,878 24,794

受取手形及び売掛金 56,661 56,318

商品及び製品 25,076 24,748

仕掛品 53 492

原材料及び貯蔵品 5,444 5,871

その他 6,866 4,863

貸倒引当金 △18 △18

流動資産合計 125,962 117,069

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,302 20,042

その他（純額） 23,703 23,785

有形固定資産合計 44,006 43,827

無形固定資産   

のれん 1,114 956

その他 856 830

無形固定資産合計 1,971 1,787

投資その他の資産   

投資有価証券 24,890 30,619

その他 2,521 1,713

貸倒引当金 △109 △109

投資その他の資産合計 27,303 32,223

固定資産合計 73,280 77,838

資産合計 199,243 194,908

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,367 16,499

短期借入金 29,545 24,511

未払法人税等 3,776 1,660

賞与引当金 1,694 528

役員賞与引当金 28 7

その他 7,901 7,702

流動負債合計 60,312 50,909

固定負債   

長期借入金 8,516 8,516

退職給付引当金 345 302

その他 3,367 4,032

固定負債合計 12,229 12,851

負債合計 72,542 63,761
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,942 18,942

資本剰余金 13,611 13,611

利益剰余金 91,360 94,238

自己株式 △1,053 △1,053

株主資本合計 122,861 125,738

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,541 4,908

為替換算調整勘定 △834 △656

その他の包括利益累計額合計 2,707 4,252

少数株主持分 1,132 1,155

純資産合計 126,701 131,146

負債純資産合計 199,243 194,908
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 38,416 40,226

売上原価 23,374 24,233

売上総利益 15,042 15,993

販売費及び一般管理費 8,701 9,263

営業利益 6,340 6,729

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 216 194

持分法による投資利益 143 305

為替差益 － 271

その他 217 322

営業外収益合計 582 1,098

営業外費用   

支払利息 105 83

その他 309 132

営業外費用合計 414 216

経常利益 6,508 7,612

特別利益 － －

特別損失 － －

税金等調整前四半期純利益 6,508 7,612

法人税、住民税及び事業税 1,521 1,651

法人税等調整額 713 733

法人税等合計 2,235 2,385

少数株主損益調整前四半期純利益 4,273 5,227

少数株主利益 13 56

四半期純利益 4,259 5,170
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,273 5,227

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △410 1,369

為替換算調整勘定 △105 186

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △2

その他の包括利益合計 △516 1,553

四半期包括利益 3,756 6,780

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,760 6,714

少数株主に係る四半期包括利益 △3 65
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 6,508 7,612

減価償却費 2,093 1,920

受取利息及び受取配当金 △222 △199

支払利息 105 83

固定資産処分損益（△は益） 29 33

売上債権の増減額（△は増加） 641 462

たな卸資産の増減額（△は増加） △953 △458

仕入債務の増減額（△は減少） △853 △976

その他 70 △1,170

小計 7,420 7,306

利息及び配当金の受取額 222 525

利息の支払額 △68 △39

法人税等の支払額 △1,787 △3,690

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,786 4,102

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 － 244

関係会社株式の取得による支出 － △2,743

有形固定資産の取得による支出 △1,853 △1,434

有形固定資産の除却による支出 △25 △20

短期貸付金の純増減額（△は増加） △191 124

その他 △767 △61

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,837 △3,891

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,843 △5,110

長期借入金の返済による支出 △490 －

配当金の支払額 △2,041 △2,292

少数株主への配当金の支払額 △71 △48

自己株式の取得による支出 △1,737 －

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 △3,262 －

その他 △9 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,456 △7,462

現金及び現金同等物に係る換算差額 △123 167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,630 △7,084

現金及び現金同等物の期首残高 27,906 31,878

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,275 24,794
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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１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

  
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 

 
(注) 1.セグメント利益の調整額△311百万円には、セグメント間取引消去73百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△385百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

  
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 

 
(注) 1.セグメント利益の調整額△510百万円には、セグメント間取引消去△114百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△395百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費で

あります。 

（４）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）

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注) 1

四半期
連結損
益計算
書計上
額

化学品 
事業

機能性 
材料事業

農業
化学品 
事業

医薬品
事業

卸売事業
その他の
事業 
 

計 
 

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,966 8,241 7,727 3,490 10,048 1,941 38,416 ― 38,416

 (2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,182 1,232 542 ― 1,870 1,990 7,817 △7,817 ―

計 9,148 9,473 8,270 3,490 11,918 3,932 46,234 △7,817 38,416

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 
(営業利益又は営業損
失）

766 2,122 1,578 1,950 356 △122 6,651 △311 6,340

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注) 1

四半期
連結損
益計算
書計上
額

化学品 
事業

機能性 
材料事業

農業
化学品 
事業

医薬品
事業

卸売事業
その他の
事業 
 

計 
 

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

7,257 8,904 8,852 2,866 10,065 2,279 40,226 － 40,226

 (2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,235 1,346 1,049 － 2,657 2,311 9,601 △9,601 －

計 9,493 10,251 9,901 2,866 12,723 4,591 49,827 △9,601 40,226

セグメント利益
(営業利益）

803 2,133 2,272 1,573 373 82 7,240 △510 6,729
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