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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 11,623 1.6 600 △29.4 612 △29.2 362 △28.3
23年3月期第2四半期 11,445 4.9 851 10.3 865 9.1 505 △4.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 409百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 357百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 11.96 ―
23年3月期第2四半期 16.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 26,385 19,545 74.1
23年3月期 26,111 19,302 73.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  19,545百万円 23年3月期  19,302百万円

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

23年3月期 ― 5.50 ― 5.50 11.00
24年3月期 ― 5.50
24年3月期（予想） ― 5.50 11.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 25,090 9.8 1,460 △11.0 1,520 △9.4 1,000 △7.4 32.98



(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  ：  無  

(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、金融商品取引法に基づく四
半期連結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については、四半期決算
短信（添付資料）２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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
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） 24年3月期2Q 30,743,604 株 23年3月期 30,743,604 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 421,171 株 23年3月期 421,109 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 30,322,455 株 23年3月期2Q 30,322,517 株
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（１） 連結経営成績に関する定性的情報  

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から徐々に持ち直しの傾向が見られたも

のの、急激な円高の進行による企業収益悪化の懸念に加え、欧州における財政問題の深刻化、中国における成長率

の鈍化等世界経済の先行き不安もあり、不透明な状況で推移しました。  

当社グループの主要販売先である製紙業界、印刷インキ業界及び事務機器業界におきましても、震災の影響から

は立ち直りつつあるものの、原燃料価格の上昇が収益を圧迫いたしました。 

当社グループは、高品質化・生産性の向上や環境保護・省資源等、販売先業界の経営戦略に対応した差別化商品

を市場に投入し、売上増加に努めた結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は11,623百万円（前年同期比1.6％

増）となりました。 

利益面では、売上増加、生産性向上・合理化に努めましたが、主原料であるロジン（松脂）の価格高騰を始めと

する原燃料価格の上昇等により、営業利益は600百万円（前年同期比29.4％減）、経常利益は612百万円（同29.2％

減）、四半期純利益は362百万円（同28.3％減）となりました。 

なお、セグメント別の業績は次のとおりです。  

・製紙用薬品事業 

製紙業界におきましては、当第２四半期連結累計期間の紙・板紙の国内生産は1,304万トンと前年同期比５％の

減少となりました。当社グループは、国内市場、中国市場への差別化商品の売上増加に努めましたが、当事業の売

上高は、8,111百万円（前年同期比3.1％減）となりました。 

利益面では、販売の減少に加え、ロジンを始めとする原燃料価格の高騰により、営業利益は386百万円（前年同

期比48.0％減）となりました。 

・印刷インキ用・記録材料用樹脂事業 

印刷インキ業界におきましては、当第２四半期連結累計期間の印刷インキの国内生産は18万５千トンと前年同期

比４％の減少となりました。当社グループにおいては、ユーザーニーズへの対応による売上増加を図った結果、水

性インキ用樹脂の売上高は横ばいに止まりましたが、オフセットインキ用樹脂の売上高が増加しました。さらに、

事務機器業界における堅調な需要を受け、記録材料用樹脂の売上高が増加しました。その結果、当事業の売上高

は、3,512百万円（前年同期比14.3％増）となりました。 

利益面では、原燃料価格の高騰がありましたが、販売の増加等により、営業利益は213百万円（前年同期比

99.3％増）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における当社グループの財政状態は以下の通りとなりました。 

（流動資産） 

 受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加、及びその他流動資産の減少等により流動資産は15,701百万円（前

連結会計年度末比571百万円増）となりました。 

（固定資産） 

 減価償却の進捗による有形固定資産の減少等により固定資産は10,683百万円（前連結会計年度末比297百万円

減）となりました。 

（流動負債） 

 支払手形及び買掛金の増加等により流動負債は6,348百万円（前連結会計年度末比97百万円増）となりまし

た。 

（固定負債） 

 退職給付引当金の減少等により固定負債は492百万円（前連結会計年度末比66百万円減）となりました。  

（純資産） 

 四半期純利益の計上、剰余金の配当等により純資産は19,545百万円（前連結会計年度末比243百万円増）とな

りました。その結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は74.1％となりました。また、有利子

負債残高1,100百万円を自己資本で除した倍率（Ｄ／Ｅレシオ）は0.06倍となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の業績は、概ね計画どおりに推移しており、平成23年５月10日公表の業績予想に修正はあ

りません。   

 なお、業績予想は現時点で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

予想数値と異なる場合があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

 該当事項はありません。 

  

  

（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。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 489,311 738,617

受取手形及び売掛金 8,416,545 8,954,562

商品及び製品 1,878,287 2,176,417

仕掛品 300,801 258,426

原材料及び貯蔵品 937,464 1,019,726

その他 3,112,279 2,558,409

貸倒引当金 △4,240 △4,322

流動資産合計 15,130,451 15,701,837

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,066,943 2,964,165

機械装置及び運搬具（純額） 2,073,270 1,872,365

土地 3,988,109 3,988,109

その他（純額） 608,110 662,377

有形固定資産合計 9,736,433 9,487,017

無形固定資産 157,528 148,088

投資その他の資産   

その他 1,149,476 1,112,056

貸倒引当金 △62,200 △63,301

投資その他の資産合計 1,087,275 1,048,754

固定資産合計 10,981,237 10,683,859

資産合計 26,111,688 26,385,697



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,572,369 3,701,307

短期借入金 1,100,000 1,100,000

未払法人税等 269,932 192,336

引当金 140,883 164,994

その他 1,167,171 1,189,492

流動負債合計 6,250,356 6,348,131

固定負債   

退職給付引当金 358,452 317,111

役員退職慰労引当金 115,214 89,925

資産除去債務 79,463 80,036

その他 5,840 5,119

固定負債合計 558,972 492,192

負債合計 6,809,329 6,840,323

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 1,566,178 1,566,178

利益剰余金 15,978,101 16,173,961

自己株式 △104,322 △104,338

株主資本合計 19,439,958 19,635,801

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 100,229 119,691

繰延ヘッジ損益 2,435 △942

為替換算調整勘定 △240,263 △209,176

その他の包括利益累計額合計 △137,599 △90,427

純資産合計 19,302,359 19,545,374

負債純資産合計 26,111,688 26,385,697



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 11,445,629 11,623,286

売上原価 8,681,457 9,167,799

売上総利益 2,764,171 2,455,487

販売費及び一般管理費 1,913,080 1,854,698

営業利益 851,091 600,788

営業外収益   

受取利息 11,299 8,295

受取配当金 8,413 9,082

仕入割引 7,502 6,531

その他 16,189 13,739

営業外収益合計 43,404 37,649

営業外費用   

支払利息 3,014 2,723

売上割引 5,779 4,742

為替差損 16,977 16,371

その他 2,914 1,836

営業外費用合計 28,686 25,673

経常利益 865,810 612,763

特別利益   

固定資産売却益 12,663 82

受取補償金 3,694 －

特別利益合計 16,357 82

特別損失   

投資有価証券評価損 － 15,126

固定資産売却損 27 －

固定資産除却損 1,110 4,047

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 57,329 －

その他 857 850

特別損失合計 59,324 20,024

税金等調整前四半期純利益 822,843 592,821

法人税、住民税及び事業税 239,678 175,330

法人税等調整額 77,346 54,858

法人税等合計 317,024 230,188

少数株主損益調整前四半期純利益 505,818 362,633

四半期純利益 505,818 362,633



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 505,818 362,633

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △77,792 19,462

繰延ヘッジ損益 △1,922 △3,378

為替換算調整勘定 △68,838 31,086

その他の包括利益合計 △148,553 47,171

四半期包括利益 357,265 409,805

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 357,265 409,805

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 822,843 592,821

減価償却費 583,445 520,513

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 57,329 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 15,126

退職給付引当金の増減額（△は減少） △45,317 △41,341

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27,925 △25,289

その他の引当金の増減額（△は減少） 32,853 25,139

未払賞与の増減額（△は減少） 20,252 △5,753

未払役員賞与の増減額（△は減少） △44,700 △54,000

受取利息及び受取配当金 △19,712 △17,378

支払利息 3,014 2,723

固定資産売却損益（△は益） △12,636 △82

固定資産除却損 1,110 722

売上債権の増減額（△は増加） △841,001 △527,823

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,618 △334,974

仕入債務の増減額（△は減少） 363,462 128,197

未収入金の増減額（△は増加） 528,734 52,149

その他 △477,782 49,402

小計 949,590 380,154

利息及び配当金の受取額 19,983 17,378

利息の支払額 △3,014 △2,723

法人税等の支払額 △489,969 △255,438

営業活動によるキャッシュ・フロー 476,590 139,369

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △459,378 △204,172

有形固定資産の売却による収入 15,243 82

投資有価証券の取得による支出 △1,686 △1,764

無形固定資産の取得による支出 △17,541 △11,657

短期貸付金の純増減額（△は増加） 330,000 492,297

その他 7,040 3,210

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,321 277,996

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △182,077 △166,780

その他 △340 △674

財務活動によるキャッシュ・フロー △182,417 △167,455

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,274 △605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 155,576 249,305

現金及び現金同等物の期首残高 456,292 489,311

現金及び現金同等物の四半期末残高 611,869 738,617



 該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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．調整額△117,634千円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益の合計が四半期連結損益計算書の営業利益となります。  

    

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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．調整額△90,320千円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益の合計が四半期連結損益計算書の営業利益となります。  

    

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
製紙用薬品 
事業（千円） 

印刷インキ
用・記録材料
用樹脂事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

調整額 
（千円） 
（注） 

四半期連結損
益計算書計上
額（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  8,371,711  3,073,918  11,445,629  －  11,445,629

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 73,817  43,816  117,634  △117,634  －

計  8,445,529  3,117,734  11,563,264  △117,634  11,445,629

セグメント利益  743,781  107,310  851,091  －  851,091

  
製紙用薬品 
事業（千円） 

印刷インキ
用・記録材料
用樹脂事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

調整額 
（千円） 
（注） 

四半期連結損
益計算書計上
額（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  8,111,239  3,512,047  11,623,286  －  11,623,286

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 39,788  50,532  90,320  △90,320  －

計  8,151,027  3,562,579  11,713,607  △90,320  11,623,286

セグメント利益  386,950  213,837  600,788  －  600,788

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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