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（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 ％

25年３月期第３四半期 16,080 △7.4 880 21.3 930 22.8 572 34.5

24年３月期第３四半期 17,371 0.3 726 △44.8 757 △43.4 425 △53.4

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 585百万円（ ％）62.1 24年３月期第３四半期 361百万円（ ％）－

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

25年３月期第３四半期 18.89 －

24年３月期第３四半期 14.04 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 26,137 19,483 74.5

24年３月期 26,437 19,307 73.0

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 19,483百万円 24年３月期 19,307百万円

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 － 5.50 － 7.50 13.00

25年３月期 － 6.00 －

25年３月期（予想） 6.00 12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

平成24年３月期の期末配当額7.50円には、東京証券取引所市場第一部指定記念配当2.00円が含まれております。

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 21,740 △4.3 1,260 18.9 1,320 19.3 840 140.1 27.70

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項

（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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

②  ①以外の会計方針の変更 ： 無

③  会計上の見積りの変更 ： 有

④  修正再表示 ： 無

（注）当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別する

ことが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事

項（３）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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 30,743,604株 24年３月期 30,743,604株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 421,306株 24年３月期 421,255株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 30,322,314株 24年３月期３Ｑ 30,322,447株

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。

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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要を背景として持ち直しの動きが見られたもの

の、欧州経済低迷の深刻化・長期化、中国を始めとする新興国における経済成長の鈍化等の影響を受け、景気は厳

しい状況が続きました。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、世界的な景気停滞の影響を受け、厳しい経営環境が続きました。

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、売上増加に努めましたが、当第３四半期連結累計期間の売上高は16,080百万円（前年同期比

7.4％減）となりました。

利益面では、コスト削減・合理化に努めた結果、営業利益は880百万円（前年同期比21.3％増）、経常利益は930

百万円（同22.8％増）、四半期純利益は572百万円（同34.5％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３四半期連結累計期間の紙・板紙の国内生産は1,940万トンと前年同期比３％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、11,460百万円（前年同期比6.1％減）となりました。

利益面では、売上高は減少したものの、コスト削減・合理化等により、営業利益は684百万円（前年同期比

34.8％増）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３四半期連結累計期間の印刷インキの国内生産は27万７千トンと前年同期

比２％の減少となりました。当社グループにおいては、水性インキ用樹脂の売上高は堅調に推移しましたが、オフ

セットインキ用樹脂の売上高が減少しました。さらに、事務機器業界における世界的な需要後退の影響を受け、記

録材料用樹脂の売上高が減少しました。その結果、当事業の売上高は、4,620百万円（前年同期比10.6％減）とな

りました。

利益面では、売上高の減少等により、営業利益は196百万円（前年同期比10.2％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第３四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減少、及び短期貸付金の増加等により流動資産は16,542百万円（前連結会計年度末比15

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9,595百万円（前連結会計年度末比315百万円

減）となりました。

（流動負債）

支払手形及び買掛金の減少、及びその他流動負債の減少等により流動負債は6,263百万円（前連結会計年度末

比418百万円減）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391百万円（前連結会計年度末比57百万円減）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19,483百万円（前連結会計年度末比175百万円増）とな

りました。その結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は74.5％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３四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24年11月２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

・会計上の見積りの変更と区別するの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、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 427,317 416,171

受取手形及び売掛金 9,780,999 9,422,365

商品及び製品 2,077,384 1,998,437

仕掛品 311,208 286,378

原材料及び貯蔵品 990,730 903,243

短期貸付金 2,616,479 3,189,363

その他 326,830 330,961

貸倒引当金 △4,739 △4,818

流動資産合計 16,526,210 16,542,102

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,882,454 2,717,619

機械装置及び運搬具（純額） 1,658,148 1,567,223

土地 3,978,555 3,978,555

その他（純額） 337,955 307,013

有形固定資産合計 8,857,114 8,570,410

無形固定資産 131,621 114,481

投資その他の資産

その他 986,205 975,095

貸倒引当金 △64,139 △64,603

投資その他の資産合計 922,066 910,491

固定資産合計 9,910,802 9,595,384

資産合計 26,437,012 26,137,486



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,878,854 3,664,633

短期借入金 1,100,000 1,100,000

未払法人税等 230,941 146,866

引当金 133,985 272,275

その他 1,337,519 1,079,463

流動負債合計 6,681,300 6,263,239

固定負債

退職給付引当金 281,232 223,991

役員退職慰労引当金 89,925 89,925

資産除去債務 73,134 74,010

その他 4,397 3,315

固定負債合計 448,689 391,242

負債合計 7,129,989 6,654,481

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 15,994,390 16,157,849

自己株式 △104,366 △104,382

株主資本合計 19,456,203 19,619,646

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 86,019 84,765

為替換算調整勘定 △235,199 △221,406

その他の包括利益累計額合計 △149,180 △136,641

純資産合計 19,307,023 19,483,005

負債純資産合計 26,437,012 26,137,486



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

売上高 17,371,751 16,080,942

売上原価 13,841,926 12,398,341

売上総利益 3,529,825 3,682,601

販売費及び一般管理費 2,803,467 2,801,793

営業利益 726,358 880,807

営業外収益

受取利息 12,689 18,912

受取配当金 16,859 16,070

仕入割引 8,891 8,963

その他 23,462 36,978

営業外収益合計 61,902 80,924

営業外費用

支払利息 4,050 3,974

売上割引 6,902 6,395

為替差損 17,536 11,785

支払補償費 － 8,308

その他 1,929 958

営業外費用合計 30,418 31,421

経常利益 757,842 930,310

特別利益

固定資産売却益 82 1,481

会員権売却益 － 2,869

資産除去債務戻入益 7,475 －

特別利益合計 7,557 4,350

特別損失

投資有価証券評価損 15,126 －

固定資産除却損 6,012 2,656

減損損失 9,554 －

会員権評価損 － 2,000

その他 850 450

特別損失合計 31,543 5,107

税金等調整前四半期純利益 733,856 929,553

法人税、住民税及び事業税 289,434 336,050

法人税等調整額 18,592 20,692

法人税等合計 308,026 356,743

少数株主損益調整前四半期純利益 425,829 572,810

四半期純利益 425,829 572,810



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 425,829 572,810

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25,840 △1,254

繰延ヘッジ損益 △2,435 －

為替換算調整勘定 △36,542 13,793

その他の包括利益合計 △64,818 12,538

四半期包括利益 361,010 585,349

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 361,010 585,349

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。

該当事項はありません。

（セグメント情報）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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△117,400千円は、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

（固定資産に係る重要な減損損失）

重要性がないため記載を省略しております。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

Ⅱ 当第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及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．調整額△72,816千円は、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。

（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）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 12,204,622 5,167,129 17,371,751 － 17,371,751

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
39,917 77,482 117,400 △117,400 －

計 12,244,539 5,244,612 17,489,152 △117,400 17,371,751

セグメント利益 507,974 218,384 726,358 － 726,358

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 11,460,151 4,620,790 16,080,942 － 16,080,942

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
575 72,240 72,816 △72,816 －

計 11,460,727 4,693,031 16,153,759 △72,816 16,080,942

セグメント利益 684,628 196,179 880,807 － 880,807



該当事項はありません。

（６）重要な後発事象
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