
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期報告書提出予定日 平成24年８月10日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

(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 ％

25年３月期第１四半期 14,185 1.6 213 3.8 205 △1.6 98 △22.8
24年３月期第１四半期 13,958 3.3 206 20.7 209 23.9 127 26.1

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 107百万円( △9.5％) 24年３月期第１四半期 118百万円( 52.1％)

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

25年３月期第１四半期 11.55 －
24年３月期第１四半期 14.97 －

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 25,021 6,337 25.1
24年３月期 24,561 6,319 25.5

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 6,284百万円 24年３月期 6,268百万円

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

24年３月期 － 7.00 － 10.50 17.50
25年３月期 －

25年３月期(予想) 7.00 － 8.00 15.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

 ※平成24年３月期期末配当10.50円のうち2.50円は上場10周年記念配当。

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 28,500 △0.2 420 △6.7 370 △14.0 220 △4.6 25.74
通期 58,000 △0.0 880 △0.7 800 △5.2 500 △6.3 58.49

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※当第１四半期連結会計期間より、在外子会社等の収益及び費用の本邦通貨への換算基準を変更し、平成24年３月期
の連結財務諸表を遡及処理したことに伴い、平成24年４月26日発表の決算短信に記載の増減率を修正しております。



  

     

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(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 ： 有

(注)詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会
計処理の適用」をご覧ください。

(3) 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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(4) 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) 25年３月期１Ｑ 8,550,000株 24年３月期 8,550,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,584株 24年３月期 1,584株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 8,548,416株 24年３月期１Ｑ 8,548,416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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手している情
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。尚、業績予想に関する事項は、P．２「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想に関
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）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日～平成24年６月30日）におけるわが国経済は、東日

本大震災の影響による経済活動の停滞から、復興需要などを背景に緩やかに回復しつつあるものの、

欧州の財政危機を背景とした欧米経済の先行きへの懸念や、それに伴う中国経済の減速に加え、円

高の長期化など国内外の不安定要因により、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いており

ます。 

このような状況下、当社グループは国内・海外の連結子会社を含め、グループ全体としての連携

の更なる強化を図り、需要の回復を着実に捉える努力を積み重ねてきました。その結果、当社グル

ープの当第１四半期連結累計期間の売上高は14,185百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益は213

百万円（同3.8％増）、経常利益は205百万円（同1.6％減）、四半期純利益は98百万円（同22.8％減）

となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は25,021百万円となり、前連結会計年度末と比べ459百万円

増加いたしました。その要因は、受取手形及び売掛金を主とした流動資産の増加額563百万円及び投

資有価証券を主とした固定資産の減少額104百万円等によるものであります。 

また、負債は前連結会計年度末に比べ441百万円増加し、18,683百万円となりました。その要因は

支払手形及び買掛金を主とした流動負債の増加額461百万円によるものであります。 

純資産の部は前連結会計年度末より17百万円増加し6,337百万円となり、自己資本比率は25.1％と

なりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績は、国内・海外の連結子会社を含め、グループ全体としての連

携の更なる強化を図り、需要の回復を着実に捉えることでほぼ順調に推移いたしました。 

一方で、欧州の財政危機を背景とした欧米経済の先行きへの懸念や、それに伴う中国経済の減速

に加え、円高の長期化など国内外の不安定要因により、景気の先行きは依然として不透明な状況が

続いております。 

これらを総合的に勘案し、平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年４月26日付

「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました業績予想から変更はありません。 
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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 

１．税金費用の計算 

当第１四半期連結会計期間を含む当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り実効税率を乗じて計算する方

法によっております。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。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準の変更） 

在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用は、従来、在外子会社等の決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に

含めて計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より収益及び費用は期中平均為替相場

により円貨に換算しております。 

この変更は、在外子会社等の収益及び費用の重要性が増し、為替相場の変動が連結財務諸表に

与える影響が高まってきたことに伴い、為替相場変動による期間損益への影響を平準化すること

で、より適切に連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。 

当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の

四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。 

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありますが、利益剰余金の前期首残高は19百万

円増加いたしております。 

 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24

年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益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24年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   3,910,751   3,923,527 

    受取手形及び売掛金   17,328,429   17,805,333 

    商品及び製品   1,096,037   1,287,588 

    仕掛品   11,875   10,346 

    原材料及び貯蔵品   22,729   32,866 

    繰延税金資産   77,264   77,229 

    その他   281,063   155,539 

    貸倒引当金   △13,111   △13,589 

    流動資産合計   22,715,038   23,278,842 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物   676,615   679,062 

       減価償却累計額   △456,357   △455,789 

       建物及び構築物（純額）   220,257   223,273 

      機械装置及び運搬具   196,619   197,469 

       減価償却累計額   △177,908   △179,814 

       機械装置及び運搬具（純額）   18,711   17,655 

      工具、器具及び備品   97,566   90,850 

       減価償却累計額   △89,250   △82,369 

       工具、器具及び備品（純額）   8,316   8,480 

      土地   220,948   220,948 

      リース資産   72,835   72,835 

       減価償却累計額   △37,857   △40,522 

       リース資産（純額）   34,977   32,312 

      有形固定資産合計   503,211   502,670 

    無形固定資産         

      リース資産   67,648   58,095 

      その他   40,413   40,928 

      無形固定資産合計   108,062   99,023 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   926,085   801,372 

      差入保証金   134,226   128,441 

      破産更生債権等   1,819   1,749 

      繰延税金資産   29,595   51,724 

      その他   145,279   158,631 

      貸倒引当金   △1,507   △1,434 

      投資その他の資産合計   1,235,499   1,140,484 

    固定資産合計   1,846,773   1,742,179 

  資産合計   24,561,812   25,021,021 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   13,097,457   13,621,066 

    短期借入金   3,292,409   3,247,900 

    1年内返済予定の長期借入金   332,000   332,000 

    未払法人税等   142,171   85,919 

    賞与引当金   94,169   71,532 

    資産除去債務   3,100   － 

    その他   328,192   392,909 

    流動負債合計   17,289,500   17,751,328 

  固定負債         

    長期借入金   468,000   468,000 

    退職給付引当金   219,599   227,108 

    役員退職慰労引当金   36,191   36,139 

    繰延税金負債   31,973   17,303 

    その他   196,689   183,996 

    固定負債合計   952,454   932,547 

  負債合計   18,241,955   18,683,876 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   793,050   793,050 

    資本剰余金   721,842   721,842 

    利益剰余金   4,970,791   4,979,790 

    自己株式   △930   △930 

    株主資本合計   6,484,753   6,493,751 

  その他の包括利益累計額         

    その他有価証券評価差額金   49,452   △20,822 

    繰延ヘッジ損益   127   △80 

    為替換算調整勘定   △265,353   △188,086 

    その他の包括利益累計額合計   △215,773   △208,989 

  少数株主持分   50,877   52,383 

  純資産合計   6,319,857   6,337,145 

負債純資産合計   24,561,812   25,021,021 
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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１四半期連結累計期間 

  (単位:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高   13,958,233   14,185,476 

売上原価   13,173,871   13,388,305 

売上総利益   784,361   797,170 

販売費及び一般管理費         

  運賃   53,501   56,736 

  役員報酬   30,956   32,071 

  給料   173,558   171,353 

  賞与   6,885   3,231 

  賞与引当金繰入額   46,046   40,273 

  退職給付費用   16,119   13,903 

  役員退職慰労引当金繰入額   4,646   3,242 

  福利厚生費   37,669   36,354 

  旅費及び交通費   19,639   21,051 

  賃借料   46,072   41,457 

  支払手数料   27,013   28,209 

  租税公課   6,774   6,248 

  減価償却費   18,110   16,926 

  その他   91,271   112,282 

  販売費及び一般管理費合計   578,266   583,343 

営業利益   206,095   213,827 

営業外収益         

  受取利息   132   161 

  受取配当金   7,839   7,152 

  仕入割引   184   160 

  為替差益   2,799   － 

  持分法による投資利益   4,266   3,096 

  その他   9,285   4,009 

  営業外収益合計   24,508   14,579 

営業外費用         

  支払利息   14,892   15,215 

  手形売却損   2,521   1,854 

  その他   3,890   5,423 

  営業外費用合計   21,304   22,493 

経常利益   209,299   205,913 

特別損失         

  投資有価証券評価損   －   17,380 

  その他   7   4,872 

  特別損失合計   7   22,252 

税金等調整前四半期純利益   209,291   183,660 

法人税等   77,791   82,992 

少数株主損益調整前四半期純利益   131,500   100,667 

少数株主利益   3,543   1,910 

四半期純利益   127,956   98,757 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   131,500   100,667 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金（税引前）   △72,593   △109,995 

  繰延ヘッジ損益（税引前）   365   △372 

  為替換算調整勘定（税引前）   26,892   66,293 

  持分法適用会社に対する持分相当額   2,442   10,972 

  その他の包括利益に係る税効果額   30,110   39,886 

  その他の包括利益合計   △12,783   6,784 

四半期包括利益   118,716   107,451 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   115,173   105,541 

  少数株主に係る四半期包括利益   3,543   1,910 
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（３）継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報等 

当社及び連結子会社の事業は、合成樹脂関連商品の販売等並びにこれらの付随業務の単一セグメ

ントであるため、記載を省略しております。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

該当事項はありません。 
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