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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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1四半期 6,067 7.4 384 △4.8 394 △5.0 248 13.3
23年3月期第1四半期 5,648 6.5 403 60.3 414 55.8 219 31.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 325百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 196百万円 （―％）

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1四半期 8.20 ―
23年3月期第1四半期 7.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 26,260 19,461 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1四半期  19,461百万円 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 ―
24年3月期（予想） 5.50 ― 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 11,950 4.4 510 △40.1 540 △37.6 330 △34.8 10.88
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1Q 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1Q 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1Q 30,322,474 株 23年3月期1Q 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１四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により大きな打撃を受け、原子力発電所

の事故に伴う電力供給不安や、為替相場の急激な変動等により、景気の見通しは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、一部震災の影響

を受け、特に製紙業界においては販売・生産の減少が見られました。 

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１四半期連結累計期間の売上高は6,067百万円（前年同期比7.4％

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）の更なる価格高騰を

始めとする原燃料価格の上昇等により、営業利益は384百万円（前年同期比4.8％減）、経常利益は394百万円（同

5.0％減）、四半期純利益は248百万円（前年同期比13.3％増）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１四半期連結累計期間の紙・板紙の国内生産は652万トンと前年同期比６％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た結果、当事業の売上高

は、4,131百万円（前年同期比0.8％増）となりました。 

利益面では、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230百万円（前年同期比40.2％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１四半期連結累計期間の印刷インキの国内生産は9万6千トンと前年同期比

１％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、オフ

セットインキ用樹脂、水性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世界的な需要回

復を受け、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、1,936百万円（前年同期比

25.0％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、売上高の増加等により、営業利益は154百万円（前年同期比

706.5％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１四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15,380百万円（前連結会計年度末比

250百万円増）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10,879百万円（前連結会計年度末比101百万円

減）となりました。 

（流動負債） 

 支払手形及び買掛金の増加及び未払法人税等の減少等により流動負債は6,287百万円（前連結会計年度末比37

百万円増）となりました。 

（固定負債） 

 役員退職慰労引当金の減少等により固定負債は511百万円（前連結会計年度末比47百万円減）となりました。 

（純資産） 

 四半期純利益の計上、剰余金の配当、円に対する人民元高による為替換算調整勘定の増加等により純資産は

19,461百万円（前連結会計年度末比158百万円増）となりました。その結果、当第１四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１四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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 489,311 511,486

受取手形及び売掛金 8,416,545 9,182,990

商品及び製品 1,878,287 2,088,825

仕掛品 300,801 263,224

原材料及び貯蔵品 937,464 693,981

その他 3,112,279 2,644,552

貸倒引当金 △4,240 △4,283

流動資産合計 15,130,451 15,380,777

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,066,943 3,023,192

機械装置及び運搬具（純額） 2,073,270 1,980,262

土地 3,988,109 3,988,109

その他（純額） 608,110 663,692

有形固定資産合計 9,736,433 9,655,256

無形固定資産 157,528 151,927

投資その他の資産   

その他 1,149,476 1,135,172

貸倒引当金 △62,200 △62,465

投資その他の資産合計 1,087,275 1,072,707

固定資産合計 10,981,237 10,879,891

資産合計 26,111,688 26,260,668



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,572,369 3,742,996

短期借入金 1,100,000 1,100,000

未払法人税等 269,932 130,993

引当金 140,883 248,449

その他 1,167,171 1,065,110

流動負債合計 6,250,356 6,287,550

固定負債   

退職給付引当金 358,452 336,662

役員退職慰労引当金 115,214 89,925

資産除去債務 79,463 79,746

その他 5,840 5,480

固定負債合計 558,972 511,814

負債合計 6,809,329 6,799,364

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 16,059,890

自己株式 △104,322 △104,338

株主資本合計 19,439,958 19,521,730

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 100,229 113,202

繰延ヘッジ損益 2,435 299

為替換算調整勘定 △240,263 △173,928

その他の包括利益累計額合計 △137,599 △60,426

純資産合計 19,302,359 19,461,304

負債純資産合計 26,111,688 26,260,668



（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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,648,541 6,067,547

売上原価 4,275,961 4,740,151

売上総利益 1,372,580 1,327,396

販売費及び一般管理費 969,058 943,251

営業利益 403,521 384,145

営業外収益   

受取利息 6,287 4,634

受取配当金 7,890 8,473

仕入割引 3,917 3,507

その他 8,360 7,924

営業外収益合計 26,457 24,539

営業外費用   

支払利息 1,504 1,354

売上割引 3,008 2,469

為替差損 8,868 10,171

その他 1,690 628

営業外費用合計 15,071 14,624

経常利益 414,907 394,060

特別利益   

固定資産売却益 12,663 82

特別利益合計 12,663 82

特別損失   

固定資産売却損 27 －

固定資産除却損 819 1,292

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 －

特別損失合計 59,032 1,292

税金等調整前四半期純利益 368,538 392,849

法人税、住民税及び事業税 132,601 120,852

法人税等調整額 16,623 23,434

法人税等合計 149,224 144,286

少数株主損益調整前四半期純利益 219,313 248,562

四半期純利益 219,313 248,562



（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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 219,313 248,562

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41,755 12,973

繰延ヘッジ損益 △1,061 △2,136

為替換算調整勘定 19,704 66,335

その他の包括利益合計 △23,112 77,172

四半期包括利益 196,201 325,735

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 196,201 325,735

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。 

  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22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．調整額△91,662千円は、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１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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．調整額△65,591千円は、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。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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  4,099,024  1,549,516  5,648,541  －  5,648,541

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 72,326  19,335  91,662  △91,662  －

計  4,171,351  1,568,852  5,740,204  △91,662  5,648,541

セグメント利益  384,415  19,106  403,521  －  403,521

  
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  4,131,336  1,936,211  6,067,547  －  6,067,547

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 39,628  25,962  65,591  △65,591  －

計  4,170,965  1,962,174  6,133,139  △65,591  6,067,547

セグメント利益  230,058  154,086  384,145  －  384,145

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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