
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
     

   

 
     

   

  (％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 4,831 △12.4 64 △43.0 82 △43.3 42 △49.7
24年３月期第１四半期 5,511 11.6 113 44.9 145 27.4 84 6.5

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 9百万円(△85.9％) 24年３月期第１四半期 69百万円( ―％)

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 3.31 ―
24年３月期第１四半期 6.59 ―

（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 13,579 7,334 54.0
24年３月期 13,696 7,379 53.9

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 7,334百万円 24年３月期 7,379百万円

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 ― 4.25 ― 4.25 8.50
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 4.25 ― 4.25 8.50

(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) 10,500 △0.9 160 2.4 190 △4.2 110 △1.2 8.62
通期 21,100 2.1 360 2.7 430 8.1 260 23.5 20.36

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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.４「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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが
困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P.４「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項」
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

（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 15,600,000株 24年３月期 15,600,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 2,832,265株 24年３月期 2,831,241株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 12,768,076株 24年３月期１Ｑ 12,770,161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、四半期連結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、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P.３「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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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気低迷から一部に
持ち直しの傾向が見られるものの、欧州の金融危機や長引く原油高、円高、電力供給問題など、依然
として先行き不透明な状況で推移いたしました。 
 このような状況の下、当社グループは、お客さま本位の積極的な営業活動に注力するとともに、市
場の変化を先取りした提案型営業活動の推進など、営業施策の強化に努めてまいりました。 
 しかしながら、情報関連分野における需要低迷による大幅な生産縮小、さらには前期、一部の事業
分野に見られた東日本大震災による特需の反動などが影響し、売上高は48億３千１百万円（前年同期
比12.4％減）、営業利益は６千４百万円（前年同期比43.0％減）、経常利益は８千２百万円（前年同
期比43.3％減）、四半期純利益は４千２百万円（前年同期比49.7％減）と大幅な減収減益となりまし
た。 
 事業分野別の売上概況は、次のとおりであります。 
  
＜土木・建材資材関連分野＞ 
土木関連分野では、引き続き公共事業が低調に推移するなか、一部に復活の兆しが見られ、また

マンション建設も好調なことから、耐震等の地盤補強用パイル関連薬剤が堅調に推移し大幅な増収
となりました。 
 建材資材関連分野では、大都市圏の住宅建設が回復傾向にあることから、内装用基材及びその関
連薬剤が好調に推移しましたが、前期、特需のあった仮設住宅関連の造作部材等が大幅に減少した
ことなどから、減収となりました。 
 この結果、売上高は14億３千８百万円（前年同期比3.2％増）となりました。 
  

＜情報・輸送機器関連分野＞ 
情報関連分野では、情報端末の表示関連が生産縮小の影響を受けて大幅に減少し、半導体向け商

材も国内生産の低迷から使用薬剤が大幅に減少し減収となりました。 
 輸送機器関連分野では、エコカー補助金等の効果から乗用車の国内生産が好調を維持、また海外
生産用の部品も堅調で、成形用樹脂や車体用接着剤等が伸長し増収となりました。 
 この結果、売上高は14億８千２百万円（前年同期比28.0％減）となりました。 
  

＜日用品関連分野＞ 
日用品関連分野では、製靴関連が安価輸入品との競合や末端消費の低迷により低調に推移しまし

たが、化粧品関連薬剤が新製品投入により好調で増収となりました。 
 フィルム関連分野では、包装用軟質フィルムが食品関連の消費低迷や安価な海外包装加工品の影
響を受けて減少したほか、光学用フィルムも需要が低迷し減収となりました。 
 この結果、売上高は７億２千３百万円（前年同期比6.2％減）となりました。 
  

＜化学工業関連分野＞ 
繊維関連分野では、国内の繊維二次加工品は安価な海外品の影響から国内生産が縮小し減少しま

したが、産業用繊維関連薬剤が堅調に推移し増収となりました。 
 化学工業関連分野では、国内化学品の値下げ等の影響から接着剤や基礎化学品等の輸入化学品が
苦戦し、また末端需要の低迷を反映しプラスチック用やインキ用の機能性薬剤が減少し減収となり
ました。 
 この結果、売上高は11億８千４百万円（前年同期比7.9％減）となりました。 

  

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
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①資産の部 
流動資産は前連結会計年度末に比べ、１億９百万円増加し、99億８千５百万円となりました。 

 これは主に、現金及び預金が１億６千９百万円、有価証券が９千９百万円、商品が４千５百万円増
加し、受取手形及び売掛金が２億１千９百万円減少したことによるものであります。 
 固定資産は前連結会計年度末に比べ、２億２千６百万円減少し、35億９千３百万円となりました。
 これは主に、投資有価証券が１億６千７百万円減少したことによるものであります。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、１億１千７百万円減少し、135億７千９百万円と
なりました。 

  
②負債の部 

流動負債は前連結会計年度末に比べ、１億４百万円減少し、58億４千１百万円となりました。  
 これは主に、支払手形及び買掛金が３千４百万円、未払法人税等が５千５百万円減少したことによ
るものであります。 
 固定負債は前連結会計年度末に比べ、３千２百万円増加し、４億２百万円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、７千２百万円減少し、62億４千４百万円となり
ました。 
  

③純資産の部 
純資産合計は前連結会計年度末に比べ、４千４百万円減少し、73億３千４百万円となりました。  

 これは主に、その他有価証券評価差額金が３千５百万円減少したことによるものであります。 
  

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月10日に発表いたしました第２四半期連結
累計期間及び通期の業績予想の数値を変更しておりません。 

  

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。  

  

①税金費用の計算  

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実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

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日以降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。 

これによる当第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への影響

はありません。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 2,401,745 2,571,568

受取手形及び売掛金 7,015,276 6,796,259

有価証券 － 99,230

商品 398,700 444,098

その他 73,365 86,862

貸倒引当金 △12,545 △12,221

流動資産合計 9,876,542 9,985,797

固定資産   

有形固定資産 768,626 777,866

無形固定資産 28,772 45,318

投資その他の資産   

投資有価証券 2,718,645 2,551,189

その他 341,616 256,213

貸倒引当金 △38,075 △37,380

投資その他の資産合計 3,022,186 2,770,023

固定資産合計 3,819,585 3,593,208

資産合計 13,696,128 13,579,005

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,676,640 5,642,054

未払法人税等 95,324 39,889

賞与引当金 56,098 15,910

役員賞与引当金 15,000 3,750

その他 102,755 139,475

流動負債合計 5,945,817 5,841,079

固定負債   

退職給付引当金 1,742 1,856

役員退職慰労引当金 191,293 195,870

その他 177,552 205,220

固定負債合計 370,587 402,946

負債合計 6,316,405 6,244,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,716,600 1,716,600

資本剰余金 1,433,600 1,433,600

利益剰余金 4,689,629 4,677,551

自己株式 △575,421 △575,619

株主資本合計 7,264,408 7,252,132

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 82,516 46,999

土地再評価差額金 46,317 46,317

為替換算調整勘定 △13,520 △10,471

その他の包括利益累計額合計 115,314 82,846

純資産合計 7,379,723 7,334,978

負債純資産合計 13,696,128 13,579,005
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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 5,511,852 4,831,012

売上原価 5,013,134 4,379,568

売上総利益 498,717 451,443

販売費及び一般管理費 384,949 386,633

営業利益 113,768 64,810

営業外収益   

受取利息 3,837 1,846

受取配当金 24,808 25,357

持分法による投資利益 597 －

仕入割引 1,704 1,247

還付消費税等 － 5,729

その他 2,771 3,022

営業外収益合計 33,719 37,203

営業外費用   

持分法による投資損失 － 16,088

売上割引 1,678 1,723

その他 635 1,815

営業外費用合計 2,313 19,627

経常利益 145,173 82,385

特別損失   

固定資産売却損 － 28

その他 68 －

特別損失合計 68 28

税金等調整前四半期純利益 145,104 82,357

法人税、住民税及び事業税 60,984 40,083

法人税等合計 60,984 40,083

少数株主損益調整前四半期純利益 84,120 42,273

少数株主利益 － －

四半期純利益 84,120 42,273
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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 84,120 42,273

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,663 △35,146

為替換算調整勘定 △12,177 3,049

持分法適用会社に対する持分相当額 509 △370

その他の包括利益合計 △14,331 △32,467

四半期包括利益 69,788 9,806

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 69,788 9,806

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

  

事業の種類として「各種商品販売を行う商社」といわれる単一セグメントに従事しております。 

従って、セグメント情報の記載を省略しております。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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