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1.  平成26年1月期第1四半期の業績（平成25年2月1日～平成25年4月30日） 

※平成26年１月期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して
おりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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1月期第1四半期 778 △10.1 △22 ― △11 ― 34 △40.4
25年1月期第1四半期 865 ― 41 ― 54 ― 58 ―

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1月期第1四半期 4.88 ―
25年1月期第1四半期 8.18 7.92

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年1月期第1四半期 4,263 2,446 57.4
25年1月期 4,203 2,407 57.3
（参考） 自己資本   26年1月期第1四半期  2,446百万円 25年1月期  2,407百万円

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1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年1月期 ―
26年1月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3. 平成26年 1月期の業績予想（平成25年 2月 1日～平成26年 1月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 1,650 △2.5 0 △100.0 △7 ― △6 ― △0.84
通期 3,530 9.7 130 228.7 116 90.8 66 322.4 9.22



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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1月期1Q 7,160,160 株 25年1月期 7,160,160 株
② 期末自己株式数 26年1月期1Q 73 株 25年1月期 73 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年1月期1Q 7,160,087 株 25年1月期1Q 7,160,143 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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等については、添付資料３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、厳しい雇用情勢が続く等、実体経済は未だ力強さに欠

ける状況にございましたが、円安の進行や株式市場の好転等により、個人消費を中心に徐々に持ち直し

の兆しを見せ始めております。 

また、海外経済におきましては、欧州の金融不安が依然継続するとともに、中国におきましても個人

消費の伸び悩みが見られる等、予断を許さない状況にありました。 

当社の主要な販売先であります半導体業界におきましても、PC・デジタル家電向け等の需要低迷の影

響を引き続き受けており、未だ厳しい環境下にあります。また、太陽電池業界におきましても、徐々に

在庫調整は進んできておりますが、本格的な回復には至っておりません。 

このような状況下、当社といたしましては将来に備えた研究開発を行うとともに、徐々に回復しつつ

ある顧客ニーズに応えるよう努力してまいりました。 

一方、利益面に関しましても、全社挙げて経費削減に取り組むとともに、生産の効率化や全社的な合

理化施策等により収益の向上を図ってまいりました。 

しかしながら、売上高は778,578千円（前年同期比10.1％減）にとどまり、営業損失は22,747千円

（前年同期は41,742千円の利益）、経常損失は11,762千円（同54,521千円の利益）となりました。一方

で、関係会社清算益の特別利益計上により税引前四半期純利益が32,276千円（前年同期比59.7％減）と

なり、四半期純利益は34,918千円（同40.4％減）となりました。 

なお、当社の事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメン

トであるため、セグメント別の記載を省略しております。  

  

 (流動資産) 

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末比131,747千円増加し、2,359,299

千円となりました。その主な要因は、現金及び預金が減少した一方で、受取手形及び売掛金、原材料及

び貯蔵品、流動資産のその他が増加したことによるものであります。 

 (固定資産) 

当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は、同72,240千円減少し、1,903,760千円となりま

した。その主な要因は、減価償却が進んだこと等により有形固定資産の残高が減少したこと、及び関係

会社清算等により投資その他の資産が減少したことによるものであります。 

 (流動負債) 

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は、同21,520千円減少し、1,403,643千円となりま

した。その主な要因は、短期借入金の減少が原材料等の仕入の増加に伴う買掛金の増加、賞与引当金等

の増加を上回ったことによるものであります。 

 (固定負債) 

当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は、同42,824千円増加し、413,316千円となりまし

た。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況
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 (純資産) 

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、同38,203千円増加し、2,446,099千円となりまし

た。その主な要因は、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。 

  

平成26年１月期の業績予想に関しましては、平成25年３月15日に公表いたしました業績予想から変更

はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年１月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 678,780 604,455

受取手形及び売掛金 1,030,394 1,102,689

商品及び製品 13,679 25,472

仕掛品 178,608 194,495

原材料及び貯蔵品 223,730 259,537

その他 103,616 173,839

貸倒引当金 △1,257 △1,190

流動資産合計 2,227,551 2,359,299

固定資産

有形固定資産

建物 966,026 967,299

減価償却累計額 △450,604 △461,356

建物（純額） 515,421 505,942

機械及び装置 742,779 857,437

減価償却累計額 △478,479 △496,514

機械及び装置（純額） 264,299 360,923

工具、器具及び備品 974,379 984,559

減価償却累計額 △704,301 △733,935

工具、器具及び備品（純額） 270,078 250,624

土地 608,641 608,641

その他 307,534 191,060

減価償却累計額 △80,121 △83,942

その他（純額） 227,412 107,118

有形固定資産合計 1,885,854 1,833,250

無形固定資産 5,349 5,755

投資その他の資産 84,796 64,753

固定資産合計 1,976,000 1,903,760

資産合計 4,203,552 4,263,059
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年１月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年４月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 56,730 93,505

短期借入金 900,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 232,926 230,606

未払法人税等 1,903 15,447

賞与引当金 40,750 82,095

その他 192,852 181,989

流動負債合計 1,425,163 1,403,643

固定負債

長期借入金 350,178 392,299

退職給付引当金 12,405 14,133

その他 7,908 6,883

固定負債合計 370,492 413,316

負債合計 1,795,655 1,816,959

純資産の部

株主資本

資本金 741,682 741,682

資本剰余金 642,682 642,682

利益剰余金 1,024,373 1,059,291

自己株式 △18 △18

株主資本合計 2,408,719 2,443,638

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △823 2,461

評価・換算差額等合計 △823 2,461

純資産合計 2,407,896 2,446,099

負債純資産合計 4,203,552 4,263,059
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（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成24年２月１日
至 平成24年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年２月１日
至 平成25年４月30日)

売上高 865,915 778,578

売上原価 582,191 563,059

売上総利益 283,724 215,518

販売費及び一般管理費 241,981 238,266

営業利益又は営業損失（△） 41,742 △22,747

営業外収益

受取利息 31 30

受取配当金 3,234 3,234

為替差益 12,280 11,429

その他 1,320 592

営業外収益合計 16,866 15,285

営業外費用

支払利息 3,779 3,506

その他 308 794

営業外費用合計 4,087 4,300

経常利益又は経常損失（△） 54,521 △11,762

特別利益

関係会社清算益 － 44,039

子会社清算益 29,762 －

特別利益合計 29,762 44,039

特別損失

投資有価証券評価損 4,264 －

特別損失合計 4,264 －

税引前四半期純利益 80,019 32,276

法人税、住民税及び事業税 33,750 16,969

法人税等調整額 △12,318 △19,611

法人税等合計 21,431 △2,641

四半期純利益 58,587 34,918
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成24年２月１日
至 平成24年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年２月１日
至 平成25年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 80,019 32,276

減価償却費 66,820 62,670

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,558 41,344

受取利息及び受取配当金 △3,265 △3,264

支払利息 3,779 3,506

関係会社清算損益（△は益） － △44,039

投資有価証券評価損益（△は益） 4,264 －

子会社清算損益（△は益） △29,762 －

売上債権の増減額（△は増加） 14,093 △72,295

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,848 △52,553

前渡金の増減額（△は増加） － 14,985

仕入債務の増減額（△は減少） △51,303 36,774

未払又は未収消費税等の増減額 3,784 △15,778

未払金の増減額（△は減少） 20,071 2,395

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,219 △602

その他の流動負債の増減額（△は減少） 21,152 4,786

その他の固定負債の増減額（△は減少） △508 1,728

その他 △1,888 2,574

小計 165,446 14,510

利息及び配当金の受取額 3,265 3,264

利息の支払額 △3,220 △3,520

法人税等の支払額 △119,231 △2,569

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,259 11,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △299 △299

有形固定資産の取得による支出 △67,556 △22,947

無形固定資産の取得による支出 － △700

子会社の清算による収入 40,663 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,193 △23,947

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） － △100,000

長期借入れによる収入 200,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △35,268 △60,199

リース債務の返済による支出 △1,647 △1,801

自己株式の取得による支出 △15 －

配当金の支払額 △30,221 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー 132,847 △62,039

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151,914 △74,324

現金及び現金同等物の期首残高 605,060 678,780

現金及び現金同等物の四半期末残高 756,974 604,455
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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）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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