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1. 平成26年11月期第3四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年8月31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 ％

26年11月期第3四半期 17,374 3.4 1,011 27.8 1,105 16.2 699 10.4
25年11月期第3四半期 16,797 3.7 791 7.4 951 16.6 633 30.0

（注）包括利益 26年11月期第3四半期 857百万円 （△25.9％） 25年11月期第3四半期 1,157百万円 （156.0％）

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11月期第3四半期 30.50 ―
25年11月期第3四半期 27.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年11月期第3四半期 33,488 23,874 70.6
25年11月期 31,315 23,248 73.6
（参考）自己資本 26年11月期第3四半期 23,653百万円 25年11月期 23,034百万円

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

25年11月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年11月期 ― 5.00 ―
26年11月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月 1日～平成26年11月30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 23,064 2.2 1,250 5.5 1,362 △0.3 831 △12.2 36.28



(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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績
は、業況の変化などにより業績予想と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想な
どの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。 

※ 注記事項

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） 26年11月期3Q 22,937,038 株 25年11月期 22,937,038 株
② 期末自己株式数 26年11月期3Q 9,686 株 25年11月期 9,534 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期3Q 22,927,413 株 25年11月期3Q 22,927,548 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反

動も和らぎつつあり、個人消費や設備投資の一部に弱い動きがあるものの、企業収益は改善の兆

しがみられております。しかしながら、駆け込み需要の反動の長期化や海外景気の下振れなどが、

わが国の景気を下押しするリスクとなり、依然として先行きの不透明な情勢が続いております。 

このような状況の下で当社グループは、持続的成長のための安定収益基盤である化成品事業に

おいては、主力のアクリル酸エステルの生産性向上によるコストダウンと海外市場への拡販強化

を目指し、安定した高収益性確保のための電子材料事業においては、海外展開の強化によるシェ

ア拡大と次世代材料開発に注力し収益改善に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は173億７千４百万円（前年同四半期比3.4％

増）、営業利益は10億１千１百万円（前年同四半期比27.8％増）、経常利益は11億５百万円（前

年同四半期比16.2％増）、四半期純利益は６億９千９百万円（前年同四半期比10.4％増）となり

ました。 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。（セグメント間取引を含んでおります。） 

①化成品事業 

化成品事業におきましては、アクリル酸エステルグループは、自動車塗料樹脂関連の販売が

堅調に推移し売上高は増加いたしました。メタクリル酸エステルグループは、販売が低調に推

移したことにより売上高は大幅に減少いたしました。しかしながら、設備投資の償却負担の減

少によりセグメント利益は増加いたしました。この結果、売上高は85億４千４百万円（前年同

四半期比4.8％減）、セグメント利益は２億３千９百万円（前年同四半期比12.8％増）となり

ました。 

②電子材料事業 

電子材料事業におきましては、表示材料グループは、液晶パネル関連業界の需要が低調に推

移し売上高は減少いたしました。半導体材料グループは、販売が好調に推移し売上高は増加い

たしました。また、売上高の増加に伴いセグメント利益は増加いたしました。この結果、売上

高は46億７千万円（前年同四半期比20.2％増）、セグメント利益は６億９千万円（前年同四半

期比33.3％増）となりました。なお、平成26年5月31日に出光興産株式会社のアダマンタン誘

導体事業を譲り受けいたしました。当該事象によるのれんの増加額は７億９千６百万円であり

ます。 

③機能化学品事業 

機能化学品事業におきましては、化粧品原料グループは、国内外共に販売が低調に推移し売

上高は減少いたしました。機能材料グループ（医薬中間体、その他）は、撥材や特殊溶剤の販

売が堅調に推移し売上高は増加いたしました。また、利益率の高い製品比率の増加によりセグ

メント利益は増加いたしました。この結果、売上高は42億２千７百万円（前年同四半期比6.

2％増）、セグメント利益は８千４百万円（前年同四半期比30.6％増）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する説明 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて21億７千２百万円

増加し、334億８千８百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少、製品の増加、有

形固定資産の増加及び事業譲受によるのれんの増加などによるものです。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて15億４千６百万円増

加し、96億１千３百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金の増加及び未払金の増

加などによるものです。 

（純資産） 
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当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べて６億２千５百万円

増加し、238億７千４百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加及びその他有価証券

評価差額金の増加などによるものです。 

 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年６月20日に公表いたしました連結業績予想から修正はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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。 

 

(4)  追加情報 

(法人税率の変更等による影響) 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布さ

れ、復興特別法人税の課税期間が１年前倒しで終了することになりました。これに伴い、平成26

年12月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び

繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率が従来の37.8％から35.4％に変更されております。

 この税率変更が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 
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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25年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,377,279 3,406,210

受取手形及び売掛金 7,081,139 7,623,171

有価証券 － 401,052

製品 2,329,565 2,924,371

仕掛品 846,318 909,819

原材料及び貯蔵品 761,969 912,732

繰延税金資産 151,689 257,492

その他 93,851 93,174

貸倒引当金 △9,555 △10,273

流動資産合計 15,632,258 16,517,750

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,113,810 5,100,896

機械装置及び運搬具（純額） 2,052,460 2,204,428

土地 2,290,382 2,290,382

建設仮勘定 244,721 766,239

その他（純額） 287,449 257,523

有形固定資産合計 9,988,824 10,619,470

無形固定資産   

のれん － 742,933

その他 213,819 174,802

無形固定資産合計 213,819 917,735

投資その他の資産   

投資有価証券 4,872,001 4,911,063

保険積立金 261,281 263,797

その他 347,521 258,342

投資その他の資産合計 5,480,804 5,433,203

固定資産合計 15,683,448 16,970,410

資産合計 31,315,706 33,488,160
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,238,651 5,230,776

短期借入金 10,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 270,480 101,825

1年内償還予定の社債 110,000 60,000

未払金 883,654 1,537,109

未払法人税等 282,391 301,819

賞与引当金 － 187,890

役員賞与引当金 33,920 32,100

その他 570,075 397,871

流動負債合計 6,399,172 7,859,392

固定負債   

社債 30,000 －

長期借入金 205,020 262,162

繰延税金負債 391,981 494,078

役員退職慰労引当金 510,163 520,397

固定資産撤去損失引当金 280,000 280,000

その他 250,505 197,733

固定負債合計 1,667,669 1,754,370

負債合計 8,066,842 9,613,763

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,600,295 3,600,295

資本剰余金 3,680,880 3,680,880

利益剰余金 14,744,724 15,214,716

自己株式 △3,855 △3,925

株主資本合計 22,022,045 22,491,967

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,012,743 1,160,581

為替換算調整勘定 － 1,136

その他の包括利益累計額合計 1,012,743 1,161,717

少数株主持分 214,076 220,711

純資産合計 23,248,864 23,874,397

負債純資産合計 31,315,706 33,488,160
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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24年12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年８月31日) 

売上高 16,797,632 17,374,001

売上原価 13,530,448 13,683,580

売上総利益 3,267,184 3,690,420

販売費及び一般管理費 2,476,076 2,679,111

営業利益 791,107 1,011,309

営業外収益   

受取利息 7,478 3,516

受取配当金 86,675 90,874

為替差益 22,643 －

補助金収入 20,000 －

その他 35,428 36,824

営業外収益合計 172,226 131,215

営業外費用   

支払利息 10,288 3,957

為替差損 － 11,029

開業費 － 18,382

その他 1,685 3,255

営業外費用合計 11,973 36,624

経常利益 951,359 1,105,900

特別利益   

固定資産売却益 － 6,623

投資有価証券売却益 － 8,786

特別利益合計 － 15,409

特別損失   

固定資産売却損 － 101

固定資産除却損 3,766 8,520

特別損失合計 3,766 8,622

税金等調整前四半期純利益 947,593 1,112,687

法人税、住民税及び事業税 353,393 494,868

法人税等調整額 △43,908 △90,355

法人税等合計 309,485 404,513

少数株主損益調整前四半期純利益 638,108 708,174

少数株主利益 4,659 8,907

四半期純利益 633,448 699,266
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 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24年12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 638,108 708,174

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 519,269 147,741

為替換算調整勘定 － 1,136

その他の包括利益合計 519,269 148,877

四半期包括利益 1,157,377 857,051

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,151,117 848,241

少数株主に係る四半期包括利益 6,260 8,810
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(3)  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） 

 該当事項はありません。 

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

 【セグメント情報】 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自  平成24年12月１日  至  平成25年８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 

（単位：千円） 

 
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 
（注）２ 

化成品 
事業 

電子材料 
事業 

機能化学品
事業 

計 

売上高   

  外部顧客への売上高 8,976,468 3,885,229 3,935,935 16,797,632 － 16,797,632

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 42,797 42,797 △42,797 －

計 8,976,468 3,885,229 3,978,732 16,840,430 △42,797 16,797,632

セグメント利益 212,547 518,120 64,982 795,650 △4,542 791,107

(注)  １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

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３四半期連結累計期間（自  平成25年12月１日  至  平成26年８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 

（単位：千円） 

 
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 
（注）２ 

化成品 
事業 

電子材料 
事業 

機能化学品
事業 

計 

売上高   

  外部顧客への売上高 8,544,882 4,670,785 4,158,333 17,374,001 － 17,374,001

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 68,719 68,719 △68,719 －

計 8,544,882 4,670,785 4,227,053 17,442,721 △68,719 17,374,001

セグメント利益 239,715 690,554 84,893 1,015,164 △3,855 1,011,309

(注)  １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

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。 
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