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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年12月期第１四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年３月31日） 
(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 ％

24年12月期第１四半期 2,670 △1.8 595 △1.4 589 △1.9 330 0.3
23年12月期第１四半期 2,719 △4.1 604 △11.8 600 △13.2 329 △14.9
 

 
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

24年12月期第１四半期 14.40 －
23年12月期第１四半期 14.37 －
 
(2) 財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

24年12月期第１四半期 11,237 8,426 75.0 
23年12月期 11,999 8,334 69.5 
（参考）自己資本  24年12月期第１四半期 8,426百万円 23年12月期 8,334百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 

23年12月期 － 5.50 － 10.50 16.00 
24年12月期 －  
24年12月期(予想)  5.50 － 5.50 11.00 
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成24年12月期の業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

6,172 1.9 1,187 △9.2 1,174 △9.5 681 △3.8 29.68

通     期 13,600 0.9 2,546 △11.6 2,522 △12.1 1,463 △8.6 63.72
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 

iwatat
新規スタンプ



４．その他 
 

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有 
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

 
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期１Ｑ 22,975,189株 23年12月期 22,975,189株
② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 17,007株 23年12月期 16,934株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 22,958,219株 23年12月期１Ｑ 22,958,255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、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せ
ん。 
 
※ 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、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、四半
期決算短信【添付資料】２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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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 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、前年同四半期に発生した東日本大震災の影響か

らの持ち直しが見られたものの、欧州における債務危機、財政不安等を背景として継続した歴史

的水準の円高や海外経済の減速により輸出は停滞し、引き続き厳しい状況で推移いたしました。

第１四半期会計期間末に向けて若干の円高修正等を好感し、日経平均株価が震災後の高値を更新

する場面も見られましたが、欧州債務危機等による先行きの不透明感が依然として続いておりま

す。 

自動車業界におきましては、自動車登録台数は、継続実施されているエコカー減税に加えて、

新たな追加支援策として始まったエコカー補助金による環境対応車への買い替え支援策も背景

に、ハイブリッド車や小型低燃費車が消費者に支持され７ヶ月連続で前年を上回りましたが、全

体の底上げまでには至っておりません。 

また、ガソリン価格の高止まりの影響により、消費者の節約志向も継続しております。 

このような市場環境の下、自動車用潤滑油の販売面では、消費者のニーズである環境配慮型の

低粘度・省燃費プレミアムオイルの販売に焦点を当て、カーショップ並びにカーディーラー等で

の拡販を図ってまいりました。 

この結果、当第１四半期累計期間における売上高は2,670百万円、営業利益は595百万円、経常

利益は589百万円、四半期純利益は330百万円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

(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、10,757百万円（前事業年度末は11,531百万

円）となり、773百万円減少いたしました。これは、主に受取手形及び売掛金（663百万円の減少）、

商品及び製品（171百万円の増加）及び短期貸付金（363百万円の減少）によるものです。（なお、

貸付金の内容は、BPグループのインハウス・バンクを運営しているビーピー・インターナショナ

ル・リミテッドに対するものであります。） 

(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、480百万円(前事業年度末は467百万円）とな

り、12百万円増加いたしました。これは、主に投資その他の資産(８百万円の増加）によるものです。 

(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、2,782百万円（前事業年度末は3,602百万円）

となり、819百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金（144百万円の減少）、未払

金（141百万円の減少）、未払費用（119百万円の減少）、未払法人税等（358百万円の減少）及び賞

与引当金（117百万円の減少）によるものです。 

(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、28百万円（前事業年度末は62百万円）とな

り、33百万円減少いたしました。これは主に退職給付引当金（36百万円の減少）によるものです。 

(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、8,426百万円（前事業年度末は8,334百万円）

となり、92百万円増加いたしました。これは、主に利益剰余金が四半期純利益により330百万円増加

し、剰余金の配当により241百万円減少したことによるものです。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成24年12月期の業績予想につきましては、平成24年２月３日公表の業績予想に変更はござい

ません。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む当事業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。 

 

(2) 追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 

平成21年12月４日）を適用しております。 

 

ビーピー・カストロール株式会社（5015）平成24年12月期　第１四半期決算短信（非連結） 

3



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23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 105,020 101,935

受取手形及び売掛金 2,705,350 2,041,822

商品及び製品 468,769 640,026

原材料及び貯蔵品 34,124 49,334

前払費用 29,506 42,080

繰延税金資産 308,610 308,610

短期貸付金 7,422,444 7,058,937

未収入金 447,248 503,861

その他 10,091 10,835

流動資産合計 11,531,167 10,757,444

固定資産   

有形固定資産 297,826 300,915

無形固定資産 7,405 8,448

投資その他の資産 162,686 170,906

固定資産合計 467,918 480,270

資産合計 11,999,086 11,237,714

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,292,545 1,147,836

未払金 819,263 677,997

未払費用 658,508 539,085

未払法人税等 626,471 267,728

預り金 16,314 72,850

賞与引当金 168,767 51,462

その他 20,646 25,720

流動負債合計 3,602,517 2,782,680

固定負債   

退職給付引当金 36,355 －

受入保証金 25,988 28,490

固定負債合計 62,344 28,490

負債合計 3,664,862 2,811,170
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,491,350 1,491,350

資本剰余金 1,749,600 1,749,600

利益剰余金 5,096,760 5,186,500

自己株式 △6,451 △6,476

株主資本合計 8,331,259 8,420,974

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,965 5,568

評価・換算差額等合計 2,965 5,568

純資産合計 8,334,224 8,426,543

負債純資産合計 11,999,086 11,237,714
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 2,719,244 2,670,319

売上原価 1,270,263 1,293,512

売上総利益 1,448,980 1,376,806

販売費及び一般管理費 844,362 780,841

営業利益 604,617 595,965

営業外収益   

受取利息 3,075 5,318

受取賃貸料 3,862 3,862

受取手数料 2,813 3,389

受取補償金 726 865

その他 1,119 740

営業外収益合計 11,596 14,177

営業外費用   

売上割引 12,183 15,305

為替差損 3,063 5,326

営業外費用合計 15,246 20,632

経常利益 600,967 589,510

特別利益   

貸倒引当金戻入額 27 －

特別利益合計 27 －

特別損失   

固定資産除却損 213 72

特別退職金 5,081 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,484 －

特別損失合計 21,779 72

税引前四半期純利益 579,216 589,437

法人税等 249,254 258,635

四半期純利益 329,961 330,801
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 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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