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で行っております。） 

【電話番号】 該当事項はありません。 

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。 
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【電話番号】 ０３ (６８９１) ４９７０ (代表) 
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 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第63期については潜在株式が存在しない

ため、第63期第２四半期連結累計期間及び第64期第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失金額で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間において、当社は連結子会社である株式会社トランスパレントの全事業を譲受けました

が、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 
第63期 

第２四半期 
連結累計期間 

第64期 
第２四半期 
連結累計期間 

第63期 

会計期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日 

自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日 

自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日 

売上高（千円） 6,849,879 7,162,950 14,141,495 

経常利益又は経常損失（△）（千円） △174,835 △335,209 135,520 

当期純利益又は四半期純損失（△）

（千円） 
△207,560 △345,216 43,262 

四半期包括利益又は包括利益 

（千円） 
△230,007 △338,873 67,485 

純資産額（千円） 6,302,206 6,207,433 6,570,119 

総資産額（千円） 28,282,960 29,396,833 29,768,072 

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり四半期純損失金額（△）（円） 
△26.10 △43.49 5.44 

潜在株式調整後１株当たり四半期 

（当期）純利益金額（円） 
－ － ― 

自己資本比率（％） 22.3 21.1 22.1 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

（千円） 
931,981 △93,740 1,666,256 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（千円） 
△2,213,070 △1,510,043 △5,327,544 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（千円） 
956,196 1,309,047 3,518,367 

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（千円） 
970,682 881,460 1,169,457 

回次 
第63期 

第２四半期 
連結会計期間 

第64期 
第２四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自 平成24年７月１日 
至 平成24年９月30日 

自 平成25年７月１日 
至 平成25年９月30日 

１株当たり四半期純損失金額（△）

（円） 
△34.93 △31.06 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

  

 当社は、平成25年８月９日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社トランスパレントの

全事業を譲受けすることについて決議を行い、同日付けで事業譲渡契約を締結しました。 

詳細につきましては、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）」

をご参照下さい。  

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

  

(1）業績の状況 

当第２四半期連結累計期間の世界経済は、成長率が鈍化傾向にあった中国に持ち直しの兆しが見られ

たものの、過剰生産能力の解消やいわゆる「影の銀行」による融資の焦げ付きに懸念が残ることとなり

ました。欧州経済も景気後退に歯止めが掛かったものの、回復力はなお弱く、失業率は高水準で、構造

改革は道半ばの様相を呈しました。景気回復が持続的なものになりつつある米国においても、雇用の改

善が不十分との見方から量的緩和の縮小開始が見送りとなり、景気回復に先行する金利上昇や政府債務

の上限問題等も懸念される状況となりました。全体としては、景気回復の兆しが随所に見られたもの

の、新たな懸念材料も多く抱える展開になりました。 

日本経済は、アベノミクスによる円高の是正、株価の上昇を契機に、着実な回復を示しました。個人

消費は、消費者マインドの改善に加え雇用・所得環境の良化から底堅く推移し、住宅投資も金利・地価

の先高感を背景に堅調な動きとなり、また、設備投資や鉱工業生産も穏やかながら持ち直しつつある状

況となりました。政府は、10月1日に来年4月からの消費税率引き上げを決定しましたが、併せて、企業

減税や経済対策の策定に入っており、今後は如何に経済成長と財政再建を同時に達成する好循環を実現

できるかが試される展開となりました。 

このような状況の中、当社グループはお客様との関係強化に努め、お客様のニーズに応えるべく新製

品の開発や既存製品の拡販に取り組んだ結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,162,950千円

（前年同期比＋313,070千円、＋4.57%）となりました。 

損益面では、円安による増収効果はあったものの、原材料の上昇も伴ったこと、前年度期央と当期初

に稼働した二つの新工場の固定費負担増等により、営業損失は△346,946千円（前年同期比△312,344千

円）、経常損失は△335,209千円（前年同期比△160,374千円）、四半期純損失は△345,216千円（前年

同期比△137,656千円）となりました。 

  

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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セグメントの業績は次のとおりであります。 

 (感光性材料事業) 

半導体向け感光性材料においては、スマートフォンやタブレット端末など高精細な表示性能が要求

される電子機器の拡大が進み、高価格品を中心に需要が伸長しました。また、液晶用途向け感光性材

料も、液晶テレビや液晶ディスプレイなどの価格下落を拡販の努力で補い、売上回復に転じました。

加えて、電解液・イオン液体においては、車載用途向け電解液の需要が伸張しており、継続して需要

開拓を進めております。 

以上の結果、同事業の売上高は4,005,058千円（前年同期比＋416,107千円、＋11.59%） 

営業利益は、96,279千円（前年同期比＋189,325千円）となりました。 

 (化成品事業) 

香料材料部門は、アベノミクスにより円安の追い風を受けましたが、マーケットにおける価格競争

は依然として厳しく、減収減益となりました。また、グリーンケミカル部門は、高付加価値品と溶剤

リサイクルを中心に引続き市場開拓を進めていますが、国内半導体市場の低迷の影響を受け、減収減

益となりました。一方、ロジスティック部門は、お客様満足度の維持・向上に努めた結果、タンク契

約率を高水準に維持し、高い利益率を確保しております。 

以上の結果、同事業の売上高は3,157,891千円（前年同期比△103,036千円、△3.16%）、 

営業損失は△443,225千円（前年同期比△501,670千円）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第２四半期連結累計期間に比べ89,222

千円減少し、881,460千円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費914,108千

円、売上債権の増減額△342,306千円、仕入債務の増減額△269,291千円などにより93,740千円（前年

同期比△1,025,722千円）の支出となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得に

よる支出1,539,242千円などにより1,510,043千円（前年同期比＋703,026千円）の支出となりまし

た。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額

912,000千円、長期借入金の純増額449,009千円などにより1,309,047千円（前年同期比＋352,850千

円）の収入となりました。 

  

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。 

なお、当社は会社法施行規則第118条第３号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する基本方針」(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を定めてお

り、その内容は下記のとおりです。 

①  会社の支配に関する基本方針の内容 

当社は、昭和29年設立以来、独創的な視点を大切にした研究・開発に注力し、現在ではフォトレジ

スト向けの感光性材料ならびに、電解液・イオン液体等の製造・販売を中心とした「感光性材料事

業」、香料材料の製造・販売及び電子材料向け溶剤を中心とする高付加価値品の販売及びリサイク
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ル、ならびに液体化学品の保管業務を行う「化成品事業」を営んでおります。 

当社事業の特徴として、①顧客企業と研究開発段階からの技術的な摺り合せによる参入障壁の構

築、②長年にわたり蓄積された高い生産技術力、③事業環境の変化への対応力を高める成長事業と基

盤事業を組み合わせた事業ポートフォリオの構築、④各事業が密接に結び付くことによる大きなシナ

ジー効果等により、国内のみならず、世界各国のお客様より高い評価をいただいております。 

当社は、当社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方について、当社の経営理念や企業価

値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。 

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認

められており、当社の株式に対する大規模な買付行為や買付提案があった場合においても、当該大規

模な買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば一概に否定

するものではなく、これに応ずるか否かは最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべき

であると考えております。 

しかしながら、このような大規模な買付等の中には、専ら買付者自らの利潤のみを追求しようとす

るもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、対象会社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切

な大規模な買付等を行う者を、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると

考えます。 

  

②  会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み 

当社は、中長期的な経営戦略及びコーポレート・ガバナンスの強化の両面より、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益の確保・向上に努めております。当社は、以下の施策を会社の支配に関する基

本方針の実現に資するものと考えております。 

ａ  経営の基本方針 

 当社は、経営方針として「①安全操業を最優先し、従業員、協力会社社員、地域住民など関係者

の安心できる操業環境を確保する。②世界最高のマイクロストラクチャー構造材料を国際社会に提

供する。③常に新製品、新プロセス、新サービスを開発する。④生産技術の高度化を推進し、新プ

ロセスを開発、安定品質で市場競争を勝ち抜く。⑤国内外隔たりなく企業活動を展開し、日本を代

表するグローバル企業となる。⑥全社をあげて常に能力開発に努め、個人の能力の向上を通じて創

造性を発揮し、社会に貢献する。」を掲げております。当社は、この経営方針に基づき、積極的な

事業展開を進め、業容の拡大と業績の向上に邁進し、高品質かつ高機能の材料を可能な限り安価に

供給することにより、産業全体の発展と高度化に役立つことを目指しております。 

また、創業以来、「技術開発力こそ全ての出発点」を企業理念に、研究開発力の増強と生産技術

の向上に努め、蓄積された技術やノウハウを活用して、市場ニーズに迅速かつ適確に対応し、有機

合成から分離精製、プラントエンジニアリング、化成品物流等に至るまで、事業分野及び事業規模

を着実に拡大させることにより化学産業界で独自の地位を築き、当社の永続的発展を通じてお客

様、株主の皆様、従業員などの利害関係者に貢献することを目指しております。 

ｂ  中長期的な経営戦略 

当社グループは、感光性材料事業及び化成品事業の２事業を営んでおります。感光性材料事業の

関連業界は、デジタル家電の発展に伴い今後も成長が期待できると考えられますが、新興国の技術

水準の向上とそれに伴う新興国への生産シフトによる低価格化の進行、ならびに技術革新による新

技術や新製品の開発競争も激しさを増しております。これらの要因から、価格競争の激化のみなら

ず、クリスタルサイクルやシリコンサイクルの影響による、業績の大きな変動も避けられないもの

と考えます。これら需要変動の影響を最小限に留めるため、化成品事業の競争力をより向上させ、

当社グループ全体として安定した業績を維持できる体質を構築することが必要であると考えており

ます。 

今後も、安全操業及び安定供給に努め、国内外のお客様との連携をより一層強化していくととも
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に、市場ニーズを見据えた研究開発力の強化、効率的な生産技術の開発、海外事業の拡大等につ

きましても引続き注力し、全社一体となって企業価値の持続的向上を実現してまいります。 

ｃ  コーポレート・ガバナンスの強化への取組み 

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を実現するためには、株主価値を高めることが課題で

あると認識しており、経営の効率化・健全化を積極的に進めるとともに、経営の透明性を高めるた

めコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 

具体的には、取締役の責任明確化と経営環境の変化に柔軟に対応するため、取締役の任期を１年

としております。また、経営管理機能の強化と取締役業務執行状況の監督強化を目指し、監査役は

４名体制としております。さらに、平成19年６月より執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化と

業務執行体制の強化を図っております。 

  

③  会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み 

当社は、上記会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方

針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるた

めの取組みとして、平成23年５月30日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関

する対応策」(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議し、平成23年６月22日開催の当社第61回

定時株主総会において、本プランについて株主の皆様にご承認をいただき継続しております。 

本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上

とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が

20％以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいま

す。 

本プランにおける大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関しては、次のとおり一定

のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設けており、大規模買付ルールによって、①事

前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②必要情報の提供完了後、

対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、またはその他の大規

模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定

し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期間及び株主検討期間が経

過した後に大規模買付行為を開始するというものです。 

本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規

模買付行為に対する対抗措置は講じません。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなか

った場合、遵守しても当該大規模買付行為が、結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲で新

株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める検討可能な対抗措置をとることが

あります。 

このような対抗措置をとる場合、その判断の客観性及び合理性を担保するために、取締役会は対抗

措置の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または

社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問

し、独立委員会は取締役会評価期間内に対抗措置発動の是非または対抗措置の発動について株主総会

に付議することの要否を、取締役会に対し勧告するものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動

するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。 

なお、本プランの有効期限は平成26年６月30日までに開催される当社第64回定時株主総会の終結の

時までとします。本プランは、当社第61回定時株主総会において継続が承認され発効しております

が、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が行われた場合、②

当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議等が行われた場合には、その時点で廃止されるもの

とします。継続後の本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載し

ております。 

(当社ウェブサイトhttp://www.toyogosei.co.jp) 
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④  本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致

し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて 

本プランは、a 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、及び経済産業省に設置された

企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り

方」の内容も踏まえたものとなっていること、b 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入さ

れていること、c 株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映するものであること、d 独

立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の判断を重視するものであること、e デッドハンド

型及びスローハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと

考えております。 

  

(4）研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は330,130千円であります。 

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。 

  

(5) 主要な設備 

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第２四半期連結累計期間に

完成したものは、次のとおりであります。 

  (注)上記の金額には、消費税等は含んでおりません。 

  

会社名事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資総額(千円) 完了及び稼働

当社淡路工場 兵庫県淡路市 化成品事業 化成品生産施設 1,937,203 平成25年４月

― 7 ―



第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

② 【発行済株式】 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

 該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 30,000,000 

計 30,000,000 

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成25年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成25年11月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 8,143,390 8,143,390 

東京証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

単元株式数 

100株 

計 8,143,390 8,143,390 ― ― 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高 
（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 

（千円） 

資本準備金残
高 

（千円） 

平成25年７月１日～ 

平成25年９月30日 
― 8,143,390 ― 1,618,888 ― 1,514,197 

― 8 ―



  
(6) 【大株主の状況】 

（注）  上記のほか、自己株式が205千株あります。 

  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

  

② 【自己株式等】 

  平成25年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

木村 正輝 千葉県市川市 1,237 15.19 

木村 有仁 東京都世田谷区 594 7.30 

木村 愛理 千葉県市川市 383 4.70 

株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１－２ 298 3.66 

株式会社東京都民銀行 東京都港区六本木二丁目３－11 298 3.66 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28－１ 248 3.05 

株式会社ＴＧホールディング 千葉県市川市妙典五丁目16－11 200 2.46 

学校法人早稲田大学 東京都新宿区戸塚町一丁目104 200 2.46 

東洋合成工業社員持株会 千葉県市川市上妙典1603 199 2.45 

片岡 文子 千葉県八千代市 163 2.01 

計 ― 3,822 46.95 

  平成25年９月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） － ― ― 

議決権制限株式（その他） － ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  205,900 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式  7,935,600 79,356 ― 

単元未満株式 普通株式  1,890 ― ― 

発行済株式総数 8,143,390 ― ― 

総株主の議決権 ― 79,359 ― 

  平成25年９月30日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

東洋合成工業株式会社 
千葉県市川市上妙典

1603 
205,900 ― 205,900 2.53 

計 ― 205,900 ― 205,900 2.53 
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

役職の異動 

２ 【役員の状況】

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役
専務取締役 

(経営企画部長)
川村 繁夫 平成25年７月１日

取締役 
(事業サポート部長兼事業開
発部統括部長兼ＢＰＲ室長)

取締役 
(総務部長兼研究開発推進部
長兼事業開発部統括部長)

島川 優 平成25年７月１日

取締役 
(経営管理部長)

取締役 
(経理部長)

金子 順一 平成25年７月１日
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成25年７月

１日から平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けており

ます。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,669,457 1,311,460

受取手形及び売掛金 ※２  2,268,894 2,611,201

商品及び製品 4,416,301 4,509,287

仕掛品 127,322 102,002

原材料及び貯蔵品 927,288 998,451

その他 417,786 262,190

貸倒引当金 △2,316 △2,649

流動資産合計 9,824,733 9,791,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,529,678 7,777,863

機械装置及び運搬具（純額） 4,752,437 4,973,265

土地 4,934,536 4,922,863

その他（純額） 2,797,229 981,495

有形固定資産合計 19,013,881 18,655,487

無形固定資産   

その他 312,335 336,625

無形固定資産合計 312,335 336,625

投資その他の資産   

その他 625,983 621,637

貸倒引当金 △8,861 △8,861

投資その他の資産合計 617,122 612,776

固定資産合計 19,943,339 19,604,889

資産合計 29,768,072 29,396,833
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２  2,039,327 1,770,035

短期借入金 8,110,911 ※３  9,104,724

未払法人税等 64,357 14,992

賞与引当金 261,459 242,329

その他の引当金 10,000 －

その他 ※２  2,321,507 1,227,103

流動負債合計 12,807,562 12,359,186

固定負債   

長期借入金 8,831,098 9,198,295

退職給付引当金 973,737 1,015,961

その他の引当金 115,258 127,819

その他 470,295 488,136

固定負債合計 10,390,390 10,830,213

負債合計 23,197,953 23,189,399

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,618,888 1,618,888

資本剰余金 1,541,589 1,541,589

利益剰余金 3,484,252 3,115,223

自己株式 △88,923 △88,923

株主資本合計 6,555,806 6,186,777

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,604 20,655

繰延ヘッジ損益 708 －

その他の包括利益累計額合計 14,312 20,655

純資産合計 6,570,119 6,207,433

負債純資産合計 29,768,072 29,396,833

― 13 ―



(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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 6,849,879 7,162,950

売上原価 5,710,262 6,212,707

売上総利益 1,139,616 950,243

販売費及び一般管理費 ※  1,174,219 ※  1,297,189

営業損失（△） △34,602 △346,946

営業外収益   

受取利息 28 36

受取配当金 4,906 5,723

立退料収入 － 32,500

その他 32,367 94,420

営業外収益合計 37,302 132,680

営業外費用   

支払利息 90,843 114,364

為替差損 59,597 －

その他 27,093 6,578

営業外費用合計 177,535 120,942

経常損失（△） △174,835 △335,209

特別利益   

固定資産売却益 － 7,518

特別利益合計 － 7,518

特別損失   

固定資産売却損 － 529

固定資産除却損 13,511 5,996

特別損失合計 13,511 6,525

税金等調整前四半期純損失（△） △188,346 △334,216

法人税、住民税及び事業税 5,239 5,239

法人税等調整額 14,071 5,761

法人税等合計 19,310 11,000

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △207,657 △345,216

少数株主損失（△） △96 －

四半期純損失（△） △207,560 △345,216
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【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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △207,657 △345,216

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,349 7,051

繰延ヘッジ損益 － △708

その他の包括利益合計 △22,349 6,342

四半期包括利益 △230,007 △338,873

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △229,910 △338,873

少数株主に係る四半期包括利益 △96 －
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(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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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損失（△） △188,346 △334,216

減価償却費 626,539 914,108

のれん償却額 1,548 －

引当金の増減額（△は減少） △56,069 25,989

受取利息及び受取配当金 △4,934 △5,759

支払利息 90,843 114,364

固定資産除却損 13,511 5,996

固定資産売却損益（△は益） － △6,989

売上債権の増減額（△は増加） 198,611 △342,306

たな卸資産の増減額（△は増加） 294,001 △138,829

仕入債務の増減額（△は減少） △37,918 △269,291

未払又は未収消費税等の増減額 △7,076 233,527

その他 94,487 △113,122

小計 1,025,199 83,469

利息及び配当金の受取額 4,934 5,759

利息の支払額 △87,678 △128,030

保険金の受取額 － 5,030

法人税等の支払額 △10,474 △59,971

営業活動によるキャッシュ・フロー 931,981 △93,740

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 70,000

有形固定資産の取得による支出 △2,106,368 △1,539,242

有形固定資産の除却による支出 － △52

有形固定資産の売却による収入 － 27,842

無形固定資産の取得による支出 △106,490 △68,375

投資有価証券の取得による支出 △331 △336

貸付金の回収による収入 120 120

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,213,070 △1,510,043

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 10,440,000 17,180,000

短期借入金の返済による支出 △11,448,000 △16,268,000

長期借入れによる収入 3,550,000 2,350,000

長期借入金の返済による支出 △1,533,386 △1,900,991

リース債務の返済による支出 △28,700 △28,246

配当金の支払額 △23,716 △23,714

財務活動によるキャッシュ・フロー 956,196 1,309,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,353 6,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △328,245 △287,997

現金及び現金同等物の期首残高 1,298,927 1,169,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  970,682 ※  881,460
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

１  受取手形割引高及び債権流動化による売掛債権譲渡額 

  

※２  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。  

 なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。 

  

※３  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 

  

(四半期連結損益計算書関係) 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

係は下記のとおりであります。 

  

 
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成25年９月30日） 

受取手形割引高 369,040千円 227,570千円 

債権流動化による売掛債権譲渡額 664,669 481,116 

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

受取手形 2,629千円 ―千円 

割引手形 107,767 ― 

支払手形 65,910 ― 

その他(設備関係支払手形) 19,532 ― 

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

貸出コミットメントの総額 2,150,000千円 2,150,000千円 

借入実行残高 ― 500,000 

 差引額 2,150,000 1,650,000 

   
前第２四半期連結累計期間 
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日) 

退職給付費用 13,592千円 13,295千円 

賞与引当金繰入額 52,995 55,023 

役員退職慰労引当金繰入額 7,373 12,561 

研究開発費 265,505 330,130 

給与 260,179 257,226 

   
前第２四半期連結累計期間 
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日) 

現金及び預金勘定 1,480,682千円 1,311,460千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △510,000 △430,000 

現金及び現金同等物 970,682 881,460 
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(株主資本等関係) 

前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日  至 平成24年９月30日） 

１．配当金支払額 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連

結会計期間の末日後となるもの 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 

１．配当金支払額 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連

結会計期間の末日後となるもの 

    該当事項はありません。 

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月10日 

取締役会 
普通株式 23,857 3.0  平成24年３月31日  平成24年６月21日 利益剰余金

（決 議） 株式の種類 
（千円） 

配当金の総額

（円） 

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年11月９日 

取締役会 
普通株式 23,857 3.0  平成24年９月30日  平成24年12月10日 利益剰余金

(決  議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
（円） 

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月10日 

取締役会 
普通株式 23,812 3.0 平成25年３月31日 平成25年６月21日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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)  セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

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 

 重要な事項はありません。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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)  セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

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 

  重要な事項はありません。  

  

  （単位：千円） 

  

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）感光性材料事業 化成品事業 計

売上高  

外部顧客への売上高 3,588,951 3,260,928 6,849,879 ― 6,849,879 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― 416,900 416,900 △416,900 ― 

計 3,588,951 3,677,829 7,266,780 △416,900 6,849,879 

セグメント利益又は損失（△） △93,046 58,444 △34,602 ― △34,602 

    (単位：千円) 

 

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額 

(注)感光性材料事業 化成品事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 4,005,058 3,157,891 7,162,950 ― 7,162,950 

 セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― 45,917 45,917 △45,917 ― 

計 4,005,058 3,203,808 7,208,867 △45,917 7,162,950 

セグメント利益又は損失（△） 96,279 △443,225 △346,946 ― △346,946 
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（企業結合等関係） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日）  

共通支配下の取引等 

１．取引の概要 

（1）対象となった事業の名称およびその事業の内容 

   事業の名称：当社の連結子会社である株式会社トランスパレントの製造・販売事業 

   事業の内容：ライフサイエンス向け理化学機械・器具・薬品の開発・製造・販売 

（2）企業結合日（事業譲受け日） 

   平成25年９月30日 

（3）企業結合の法的形式 

   株式会社トランスパレントを事業譲渡会社、当社を事業譲受会社とした事業譲受け 

（4）結合後企業の名称  

   結合後企業名称に変更はありません。 

（5）その他取引の概要に関する事項 

当社は、感光材関連事業を当社で一体運営した方が効率的にビジネス展開できると判断したた

め、水溶性感光材技術を応用したライフサイエンス向け事業を営む当社の連結子会社である株式

会社トランスパレントの全事業を譲受けることとし、同社を解散し清算することを決定していま

す。 

  

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第21号)

及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成

20年12月26日 企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として処理しておりま

す。 

  

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累

計期間は１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純損失金額（△） △26円10銭 △43円49銭 

    (算定上の基礎)   

    四半期純損失金額（△）（千円） △207,560 △345,216 

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △207,560 △345,216 

    普通株式の期中平均株式数(株) 7,952,523 7,937,423 
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該当事項はありません。 

  

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成25年11月12日

東洋合成工業株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東

洋合成工業株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間（平成25年７月１日から平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平

成25年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを

行った。  

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋合成工業株式会社及び連結子会社の平

成25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士    鈴    木          聡    印 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士    植  木  貴  幸    印 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年11月12日 

【会社名】 東洋合成工業株式会社 

【英訳名】 Toyo Gosei Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    木  村  有  仁 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 千葉県市川市上妙典1603番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



当社代表取締役社長木村有仁は、当社の第64期第２四半期(自 平成25年７月１日 至 平成25年９月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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