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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第116期

第３四半期
連結累計期間

第117期
第３四半期
連結累計期間

第116期

会計期間

自平成24年
４月１日

至平成24年
12月31日

自平成25年
４月１日

至平成25年
12月31日

自平成24年
４月１日

至平成25年
３月31日

売上高（百万円） 28,432 28,905 37,570

経常利益（百万円） 1,192 1,105 1,525

四半期（当期）純利益（百万円） 1,359 662 1,595

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
1,286 1,373 1,959

純資産額（百万円） 16,806 18,416 17,479

総資産額（百万円） 35,485 40,416 36,367

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
66.03 32.17 77.47

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（％） 46.9 45.6 47.6

　

回次
第116期

第３四半期
連結会計期間

第117期
第３四半期
連結会計期間

会計期間

自平成24年
10月１日

至平成24年
12月31日

自平成25年
10月１日

至平成25年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
14.76 13.63

　（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．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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容の変更及び主要な

関係会社の異動は次のとおりです。

　当社は平成25年10月１日付で単独株式移転により純粋持株会社（完全親会社）である「カーリットホールディング

ス株式会社」を設立し、同社の完全子会社となりました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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重要な変更はありません。

　

　

　

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

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】

　文中における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（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

　

(1)業績の状況

  

　当第３四半期連結累計期間（平成25年４月～平成25年12月）における日本経済は、アベノミクスがもたらした株

高・円安の効果に加え、消費税率引き上げを見越した駆け込み需要などにより景気回復局面に入ってまいりました。

しかし、一方では国内の消費税増税後に予想される反動、アメリカでの財政問題、欧州・新興国での経済・政情不安

など、先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループは、「事業領域の拡大、市場の拡大、シェアの拡大という３つの拡大戦略により売上高500億円の化

学会社への成長」を基本方針に平成23年度よりスタートしました中期３カ年経営計画「飛躍500」の最終年度を迎

え、その目標達成のため、また更なる永続的な発展の礎を築き企業価値を高める経営構造改革を実施するため、平成

25年10月１日をもちまして、純粋持株会社「カーリットホールディングス株式会社」を設立し持株会社制へ移行いた

しました。《信頼と限りなき挑戦》を企業理念とし、「不朽なる技術の進展」と「継続ある事業基盤の確立」をビ

ジョンに掲げ、創業100年に向けさらなる企業価値の向上を目指しております。

　このような状況の中、売上面では、「化薬事業部門」では産業用爆薬の増販、自動車用緊急保安炎筒は新車装着

用・車検交換用とも増販、信号炎管も増販となりました。「化学品事業部門」では、塩素酸ナトリウムは増販となっ

た一方、亜塩素酸ナトリウムと過塩素酸アンモニウムは減販となりました。チオフェン系材料とトナー用電荷調整剤

は増販となったものの、近赤外線吸収色素は大幅な減販となりました。「ボトリング事業部門」では缶飲料の受注減

と委託商品の減少などにより減販となりました。「シリコンウェーハ事業部門」では新製品の上市が実現したことに

より増販となりました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、289億5百万円（前年同期比　4億7千3百万円増　同

1.7％増）となりました。

　一方、損益面では、グループを挙げて原価低減に努めましたが、連結営業利益は10億2千1百万円（前年同期比　5

千8百万円減　同5.4％減）、連結経常利益は11億5百万円（前年同期比　8千7百万円減　同7.3％減）となりました。

また、連結四半期純利益は、固定資産売却益を計上した前第３四半期連結累計期間と比べて大幅に減少し、6億6千2

百万円（前年同期比　6億9千7百万円減　同51.3％減）となりました。

　

「化薬事業部門」

　産業用爆薬は、北海道北斗市でのサイトミキシングによる納入が開始したことおよび石灰・砕石向けが増加したこ

とにより増販となりました。

　自動車用緊急保安炎筒は、新車装着用は広域回収に伴う製品価格の改定と消費税率引き上げを見越した駆け込み需

要により増販となりました。また、車検交換用は緊急脱出時のガラス破壊機能付「ハイフレヤープラスピック」への

切替とともに交換促進を実施し、増販となりました。

　信号炎管は、鉄道用、高速道路向けとも増販となりました。

　危険性評価試験は大型試験の受託が低調となり減販となりました。

　これらの結果、当事業部門全体の売上高は、34億1千9百万円（前年同期比　1億7千7百万円増、同5.5％増）、営業

利益は13億2千1百万円（前年同期比　1千7百万円増、同1.3％増）となりました。

　

　

「化学品事業部門」

　化成品分野では、塩素酸ナトリウムは紙パルプメーカーへのシェアの拡大により増販となりました。一方、亜塩素

酸ナトリウムは需要減により、また過塩素酸アンモニウムはＨⅡ－Ａロケットの打上げ予定は前年並みながら、納入
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時期が前連結会計年度と異なったことから減販となりました。緑化関連製品は、緑地管理分野での需要減により減販

となりました。

　電子材料分野では、機能性高分子コンデンサ向けピロール関連製品がパソコンの販売減などにより大幅な減販とな

りましたが、チオフェン系材料は増販となりました。電気二重層キャパシタ用電解液と電池材料向けの過塩素酸リチ

ウムは、需要減により減販となりました。

　機能材料分野では、光機能材料の近赤外線吸収色素がプラズマテレビの販売不振の影響などにより大幅な減販とな

りました。また、イオン導電材料は、イオン液体が減販となりましたが、トナー用電荷調整剤は増販となりました。

　これらの結果、当事業部門全体の売上高は、58億8千2百万円（前年同期比　2億7千万円増、同4.8％増）、営業利

益は2億7千3百万円（前年同期比　2億9百万円減、同43.4％減）となりました。

　

「ボトリング事業部門」

　飲料市場は、前年から継続している炭酸製品の市場拡大と好天の影響で順調に推移したものの、缶コーヒー市場

は、ショップコーヒーの店舗数増加、ファーストフード店での低価格コーヒーの販売、コンビニエンスストアーでの

カップコーヒーの出現により苦戦を強いられております。

　このような環境の下、当事業部門全体では、缶飲料の受注減と委託商品の減販および販売単価低下等の影響によ

り、売上高は142億6千万円（前年同期比　6億6千3百万円減、同4.4％減）、営業利益は2億1千9百万円（前年同期

比　2千1百万円減、同9.0％減）となりました。

　

「シリコンウェーハ事業部門」

　前年に続き依然苦境に立たされている国内の半導体業界において、前年度より目標としていた新製品ウェーハの上

市が実現し増販となりました。

 損益面については、売上高は13億3千5百万円（前年同期比　1億4千4百万円増、同12.2％増）、営業損失は2千5百

万円（前年同期は1億7千1百万円の営業損失）となりました。　

　

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第3四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。　

 

(3)研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3億2千5百万円であります。

　なお、平成25年10月1日付で当社単独による株式移転により完全親会社であるカーリットホールディングス株式会

社が設立されたことに伴い、同日付で当社の研究開発部門をカーリットホールディングス株式会社に移転しておりま

す。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年2月14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 20,600,000 20,600,000 非上場
当社は単元株制度は採用して

おりません。

計 20,600,000 20,600,000 ― ―

（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】

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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

 

平成25年10月１日～

平成25年12月31日　

 

－ 20,600,000 － 1,204 － 345

 

 　　 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　①【発行済株式】　

 平成25年12月31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） － －   －

完全議決権株式（その他） 普通株式 20,600,000 20,600,000 －　

単元未満株式 　 － －　

発行済株式総数 20,600,000 － －

総株主の議決権 － 20,600,000 －

　

②【自己株式等】

該当事項はありません。　 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、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。

　

(1）新任役員

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株
式数
（千
株）

就任年月
日

常務取締役
管理本部

長　
柴田　良明 昭和31年4月3日生

昭和54年４月 日本カーリット㈱入社

平成23年４月 経理部長

平成25年６

月　

執行役員管理本部副本部

長兼経理部長　

平成25年10

月　

常務取締役管理本部長

（現）　

（注） －
平成25年

10月1日

常務取締

役　

生産本部

長　
福田　実　 昭和31年４月30日生

昭和56年４月 日本カーリット㈱入社

平成16年４月 電子材料事業本部電子材

料製造部長

平成23年６月 執行役員、R&Dセンター所

長兼化学品事業本部群馬

工場長

平成25年10月 常務取締役生産本部長

（現）

　

（注） －

平成25年

10月1日

　

常務取締

役　

営業本部長

兼化成品部

長　

金子　洋文　 昭和35年4月30日生

昭和59年４月 日本カーリット㈱入社

平成23年７月 総務部付担当部長佳里多

（上海）貿易有限公司出

向

平成23年10

月　

化学品事業本部化成品部

長　

平成25年６月 執行役員営業本部長兼化

成品部長、佳里多（上

海）貿易有限公司董事長

平成25年10月 常務取締役営業本部長兼

化成品部長、佳里多（上

海）貿易有限公司董事長

平成26年１月 常務取締役営業本部長兼

化成品部長（現）

　

（注）　 －

平成25年

10月1日
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株
式数
（千
株）

就任年月
日

取締役　 　 森下　貴　 昭和33年９月16日生

昭和56年４月 日本カーリット㈱入社

平成18年４月 大阪事業所長

平成25年６月 執行役員、戦略推進本部

長兼経営戦略室長

平成25年10

月　

当社取締役（現）　

　

（注） －

平成25年

10月1日

　

　（注）平成25年10月1日開催の臨時株主総会の終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

ります

　

(2）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

代表取締役会長兼
社長

営業本部、戦略推
進本部、内部監査
室管掌

出口　和男 平成25年10月1日

取締役兼常務執行
役員

管理本部長 廣橋　賢一 平成25年10月1日

取締役兼執行役
員　

研究開発本部管
掌　

山本　秀雄　 平成25年10月1日

取締役（社外）　 　 和久井　幸男　 平成25年10月1日

監査役（社外） 　 安達　義二郎 平成25年10月1日

　

(3）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役
社長

－
取締役兼副
社長執行役
員

社長補佐　生
産本部長

富沢　満 平成25年10月1日

監査役　 －　
常勤監査
役　

－　 古屋　直樹　 平成25年10月1日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　 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。

　

２．監査証明について

　 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３四半期連結会計期間（平成25年10月１日

 から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31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。
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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：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,838 2,256

受取手形及び売掛金 9,213 8,891

商品及び製品 1,449 1,439

仕掛品 304 288

原材料及び貯蔵品 1,091 1,265

その他 976 2,369

貸倒引当金 △11 △9

流動資産合計 15,862 16,501

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,756 7,654

機械装置及び運搬具（純額） 3,650 3,812

土地 4,908 4,907

その他（純額） 1,258 1,567

有形固定資産合計 15,572 17,942

無形固定資産

のれん 22 22

その他 43 39

無形固定資産合計 66 61

投資その他の資産

投資有価証券 4,090 5,113

その他 776 798

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 4,866 5,910

固定資産合計 20,505 23,914

資産合計 36,367 40,416
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,601 5,761

短期借入金 2,855 4,475

1年内返済予定の長期借入金 830 860

未払法人税等 325 89

賞与引当金 393 184

役員賞与引当金 23 －

災害損失引当金 234 234

その他 1,254 2,277

流動負債合計 11,517 13,883

固定負債

長期借入金 2,816 2,269

退職給付引当金 740 752

資産除去債務 34 34

その他 3,778 5,059

固定負債合計 7,369 8,116

負債合計 18,887 21,999

純資産の部

株主資本

資本金 1,204 1,204

資本剰余金 346 346

利益剰余金 14,557 14,939

自己株式 △6 －

株主資本合計 16,101 16,490

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,183 1,837

繰延ヘッジ損益 － 13

為替換算調整勘定 31 75

その他の包括利益累計額合計 1,215 1,926

少数株主持分 162 －

純資産合計 17,479 18,416

負債純資産合計 36,367 40,416

EDINET提出書類

日本カーリット株式会社(E00835)

四半期報告書

10/20



（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：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高 28,432 28,905

売上原価 24,310 24,719

売上総利益 4,122 4,186

販売費及び一般管理費 3,041 3,164

営業利益 1,080 1,021

営業外収益

受取利息 0 4

受取配当金 82 85

持分法による投資利益 2 －

雑収入 85 56

営業外収益合計 171 146

営業外費用

支払利息 50 45

持分法による投資損失 － 3

雑損失 8 13

営業外費用合計 59 62

経常利益 1,192 1,105

特別利益

固定資産売却益 1,163 7

投資有価証券売却益 9 －

負ののれん発生益 － 52

特別利益合計 1,172 60

特別損失

固定資産売却損 0 42

固定資産除却損 8 42

特別損失合計 8 84

税金等調整前四半期純利益 2,357 1,081

法人税等 1,007 418

少数株主損益調整前四半期純利益 1,349 662

少数株主損失（△） △10 －

四半期純利益 1,359 662
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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：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,349 662

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △65 653

繰延ヘッジ損益 0 13

為替換算調整勘定 1 43

その他の包括利益合計 △62 710

四半期包括利益 1,286 1,373

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,296 1,373

少数株主に係る四半期包括利益 △10 －
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　（税金費用の計算）

　　　　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

　　　効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

　　　ております。

　　　　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。　

　

　

　

（四半期連結貸借対照表関係）

 １．偶発債務

        当第３四半期連結会計期間　

　　　　　 当社グループのカーリット産業㈱は、平成25年10月2日付にて、近江鉄道㈱（滋賀県彦根市）から、大阪

　　　　 地方裁判所に訴訟の提起を受けました。これは、平成24年8月に近江鉄道沿線の田畑の農作物等に除草剤が

        残留していることが判明し、近江鉄道㈱が周辺農家等へ損害賠償金等合計1,046百万円を支払いましたが、

　　　　 近江鉄道㈱は、同社が鉄道線路用地の除草作業を委託した草野産業㈱およびその下請けのカーリット産業

　　　　 ㈱に対し、除草剤の散布方法に過失があったとし、両社に対して上記賠償金等全額及び支払済みに至るま

　　　　 で年6分の割合による金員を求償請求してきたものです。

　 　　　　カーリット産業㈱は、近江鉄道㈱の請求には理由がないとし、応訴反論しており、現在本訴訟は係争中

　　　　 です。今後の連結業績に与える影響は不明です。

　

　　　２．受取手形裏書譲渡高

　

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

受取手形裏書譲渡高 167百万円 138百万円

　　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、
　　　　第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれ
　　　　んの償却額は、次のとおりであります。　
　

　　　　　　　　　　前第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）

　　　　　　　当第３四半期連結累計期間
　　　　　　（自　平成25年４月１日
　　　　　　至　平成25年12月31日）

　減価償却費 1,051百万円 　 1,033百万円

　のれんの償却額 10百万円 　 5百万円

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

配当に関する事項

配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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６月28日

定時株主総会
普通株式 185 9  平成24年３月31日  平成24年６月29日 利益剰余金
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年12月31日）

配当に関する事項

　(1)金銭による配当

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 185 9  平成25年３月31日  平成25年６月28日 利益剰余金

　

　　　　　    (2)金銭以外による配当 

　
　
（決議）

株式の種類 配当財産の種類
　

配当財産の
帳簿価額
（百万円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成25年10月1日

臨時取締役会(注1)
普通株式 有形固定資産等 88  －  平成25年10月1日 利益剰余金

平成25年11月28日

臨時株主総会(注2)
普通株式

カーリットホール

ディングス㈱株式
4  －  平成25年11月29日 利益剰余金

（注）１．平成25年10月1日開催の臨時取締役会において、当社が保有する有形固定資産等をカーリットホールディング

　　　　　ス㈱へ現物配当することを決議し、同日付で実施しました。

　　　２．平成25年11月28日開催の臨時株主総会において、当社が保有するカーリットホールディングス㈱の株式を同社

　　　　　へ現物配当することを決議し、平成25年11月29日付で実施しました。

　　　　　　

　

（セグメント情報等）

【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

　 （単位：百万円）　　　

 

報告セグメント
その他
(注)　

合計
化薬 化学品

ボト
リング

シリコン
ウェーハ

計

売上高        

外部顧客への売上高 3,180 5,211 14,924 1,190 24,507 3,925 28,432

セグメント間の内部売上高又

は振替高
60 400 － － 461 932 1,393

計 3,241 5,612 14,924 1,190 24,968 4,857 29,826

セグメント利益（営業利益）

又は損失（△）　
1,304 483 241 △171 1,857 675 2,533

　　(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主要な製品・サービスは金属加工、

研削材、除草請負、煙火用薬品、不動産賃貸等であります。
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　　　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主
　　　　　な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円）　

利益 金額 　

報告セグメント計 1,857 　

「その他」の区分の利益 675 　

セグメント間取引消去 △4 　

全社費用（注） △1,448 　

四半期連結損益計算書の営業利益 1,080 　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究費及び管理部門に係る費用であります。

　　

　　Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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

　 （単位：百万円）　　　

 

報告セグメント
その他
(注)　

合計
化薬 化学品

ボト
リング

シリコン
ウェーハ

計

売上高        

外部顧客への売上高 3,279 5,557 14,260 1,335 24,432 4,473 28,905

セグメント間の内部売上高又

は振替高
139 325 － － 465 1,093 1,558

計 3,419 5,882 14,260 1,335 24,897 5,567 30,464

セグメント利益（営業利益）

又は損失（△）　
1,321 273 219 △25 1,789 595 2,385

　　(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主要な製品・サービスは金属加工、

        研削材、除草請負、煙火用薬品、不動産賃貸等であります。

　

　　　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主
　　　　　な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円）　

利益 金額 　

報告セグメント計 1,789 　

「その他」の区分の利益 595 　

セグメント間取引消去 △57 　

全社費用（注） △1,306 　

四半期連結損益計算書の営業利益 1,021 　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究費及び管理部門に係る費用であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 66円3銭 32円17銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,359 662

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,359 662

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,591 20,594

　（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、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）

        重要な会社分割

  当社は、平成26年1月30日開催の取締役会において、当社の関係会社および不動産等管理に係る事業を会社

 分割し、当社親会社であるカーリットホールディングス㈱が承継することを決議するとともに、カーリット

 ホールディングス㈱と吸収分割契約を締結することを決議いたしました。

　

　　１．会社分割の目的

　　　 当社グループは、継続的な成長やさらなる業容の拡大など、企業価値をより高めることを目的として、

    グループ全体の経営戦略の策定と業務執行機能を分離した「純粋持株会社」体制へ移行いたしました。

　      その第１ステップとして、カーリットホールディングス㈱を株式移転設立完全親会社、当社を株式移転

      完全子会社とする株式移転により、平成25年10月１日付でカーリットホールディングス㈱を設立いたしま

      した。

　      今般、第２ステップとして、当社の関係会社および不動産等管理に係る事業をカーリットホールディン

      グス㈱に承継させる吸収分割契約をカーリットホールディングス㈱との間で締結いたしました。

　       新体制の下、戦略的事業再編やガバナンス体制の強化を積極的に実施し、永続的な発展の礎を築いてま

      いります。

　　     　

　     ２．会社分割の要旨

  　(1)会社分割の日程

   　   取締役会決議日 平成26年１月30日（木）

         契約締結日    平成26年１月30日（木）

        効力発生日    平成26年４月１日（火）（予定）

       （注）本件分割は、承継会社であるカーリットホールディングス㈱においては会社法第796条第３項に規

             定する簡易分割に該当し、また、分割会社である当社においては会社法第784条第１項に規定する

             略式分割に該当するため、両社は、株主総会の承認を受けることなく本件分割を行います。

 　　(2)分割方式

　　　　  当社を吸収分割会社とし、当社の完全親会社であるカーリットホールディングス㈱を吸収分割承継会社

        とする吸収分割です。　

　　 (3)分割に係る割当ての内容

　　　　  本件分割において、当社に割り当てられるカーリットホールディングス㈱の株式その他の金銭はありま

　　　　せん。

 　　(4)承継会社が承継する権利義務

 当社の関係会社および不動産等管理に係る事業に関して有する権利義務の一部を承継いたします。
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　　 ３．分割当事会社の概要（平成25年10月１日現在）

（１）名称 日本カーリット株式会社

（分割会社）

カーリットホールディングス株式会社

（分割承継会社）

（２）事業内容 化薬・化学品・電子材料品等の製造・

販売および危険性評価試験並びに電池

試験の請負

化薬、化学品、ボトリング、シリコン

ウェーハ事業等を行う子会社等の経営

管理およびそれに附帯または関連する

業務

（３）設立年月日 昭和９年３月24日 平成25年10月１日

（４）所在地 東京都中央区京橋一丁目17番10号 東京都中央区京橋一丁目17番10号

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長　富沢　満 代表取締役会長兼社長　出口和男

（６）資本金 1,204百万円 1,204百万円

（７）発行済株式数 20,600,000株 20,600,000株

（８）決算期 ３月31日 ３月31日

    　　　

 　　　４．承継する事業部門の概要

　　(1)承継する部門の事業内容

　　　　 当社の関係会社および不動産等管理に係る事業の一部

　 (2)承継する部門の経営成績（平成25年3月期実績）

（単位：百万円）

 売上高 －

　 (3)承継する資産、負債の金額（平成25年９月30日現在）　

（単位：百万円）

 資産 12,008 負債 8,967

　   （注）実際に承継する金額は、上記金額に効力発生日の前日までの増減を加除したものとなります。

   (4)会社分割後の当社の状況

　 商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金および決算期のいずれも、本件分割による

 変更はありません。

 　 　　　　

       ５．会計処理の概要

　　　　　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）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」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づき、共通支

        配下の取引として処理いたします。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成26年2月14日

日本カーリット株式会社

取締役会　御中

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 菅原　隆志　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西田　英樹　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大金　陽和　　印

　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」に掲げられている日本カーリッ

ト株式会社の平成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３四半期連結会計期間（平成２５年

１０月１日から平成２５年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５年４月１日から平成２５年１２月

３１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、日本カーリット株式会社及び連結子会社の平成２５年１２月３１日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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

　

　（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。

EDINET提出書類

日本カーリット株式会社(E00835)

四半期報告書

20/20


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	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

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（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
	（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
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（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
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

