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  （百万円未満切捨て）

（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  17,234 △8.3  480 △37.9  518  △39.3  372 △62.8

24年３月期第１四半期  18,787  6.6  773 △2.7  853  10.4  1,000  546.8

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 994百万円（ ％） △21.8   24年３月期第１四半期 1,271百万円（ ％） －

  
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  6.16 －

24年３月期第１四半期  16.28 －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭

25年３月期第１四半期  64,625  35,964  50.0  534.82

24年３月期  62,015  35,264  51.7  530.85

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 32,335百万円   24年３月期 32,077百万円 

  
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  － 4.00 － 5.00  9.00

25年３月期  －     
25年３月期（予想）   4.00 － 5.00  9.00

（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）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  36,000  △5.7  1,100 △0.6  1,200  6.6  950  △17.7  15.72

通期  78,000  3.7  2,600  10.5  2,700  8.2  1,750  △10.9  28.96

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

  

（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

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）「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」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料２ページ「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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 66,113,819株 24年３月期 66,113,819株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 5,653,017株 24年３月期 5,686,903株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 60,439,635株 24年３月期１Ｑ 61,453,969株

 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きの対象外であり、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レビュー手続きは終了していません。

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「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）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におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要による回復は極めて限られた範囲に

とどまる中で、米国景気回復の遅れに対する懸念や、欧州債務危機を背景とする円高が進行し、またこれまで順調

な成長を続けてきた中国、インドの経済が明らかに減速するなど極めて不透明な状態が続きました。産業別には昨

年3月の大震災、10月のタイの大洪水と2度にわたり減産を強いられた自動車の生産が回復軌道に乗った以外は、個

人消費の伸び悩みもあり、概して低調に終わりました。当社グループの業績に大きな影響を与える原油価格は、世

界的な需給環境の緩和にも拘らず不安定な中東情勢を背景に一時上昇を続け、これに伴い原材料価格も高騰しまし

た。 

 このような環境の中、当社グループは世界的な自動車生産の回復に伴う需要を国内外で確実に捉えることによ

り、自動車関連の売上は増加しましたが、建材、電材、家電関連の売上は低迷しました。また洪水被害を受けたタ

イ国のコンパウンド製造現地法人の生産復旧は順調に完了しましたが、本格的な売上回復には至りませんでした。

 以上の結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上は 百万円(前年同四半期連結累計期間比

（以下「前年同期比」）8.3%減)、営業利益は 百万円(前年同期比37.9%減)、経常利益は 百万円（前年同期比

39.3%減）、四半期純利益は 百万円（前年度は遊休土地売却益 百万円計上したため前年同期比62.8%減）とな

りました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりま

した。これは主に売掛債権等が減少する一方、製品や原材料等の棚卸資産が増加し流動資産が 百万円増加し

たこと等によります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりまし

た。これは主に未払法人税等や賞与引当金等が減少する一方、仕入債務が増加したこと等によります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりまし

た。これは主に為替換算調整勘定が増加したこと等によります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月11日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の連結業績予想に変更はありません。 

   

（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 

  （税金費用の計算） 

     当第１四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。 

   ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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、改正後の法人税法に基づく減価償却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

利益はそれぞれ 千円増加しております。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

17,234

480 518

372 889

64,625 2,609

1,955

28,661 1,909

35,964 699

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

4,883
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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 8,116,760 8,777,664

受取手形及び売掛金 20,234,162 19,466,968

商品及び製品 3,913,424 4,543,077

仕掛品 740,651 733,393

原材料及び貯蔵品 3,344,497 4,163,962

繰延税金資産 252,646 262,872

その他 1,353,590 1,962,844

貸倒引当金 △207,495 △207,417

流動資産合計 37,748,237 39,703,366

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,012,851 6,067,328

機械装置及び運搬具（純額） 5,208,350 6,267,143

土地 5,773,357 5,837,919

リース資産（純額） 266,116 248,839

建設仮勘定 490,665 250,462

その他（純額） 305,711 339,229

有形固定資産合計 18,057,053 19,010,922

無形固定資産   

のれん 373,998 349,833

リース資産 74,242 64,773

その他 694,922 729,272

無形固定資産合計 1,143,164 1,143,878

投資その他の資産   

投資有価証券 3,451,341 3,188,961

長期貸付金 42,615 42,826

繰延税金資産 176,722 209,607

前払年金費用 650,094 611,310

その他 758,188 725,253

貸倒引当金 △11,622 △10,739

投資その他の資産合計 5,067,340 4,767,219

固定資産合計 24,267,558 24,922,021

資産合計 62,015,796 64,625,387
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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 15,531,149 17,094,527

短期借入金 3,579,270 3,589,999

1年内返済予定の長期借入金 90,885 94,045

リース債務 122,561 117,962

未払法人税等 355,444 203,475

賞与引当金 416,238 161,400

役員賞与引当金 32,000 6,750

その他 2,483,873 3,251,908

流動負債合計 22,611,423 24,520,069

固定負債   

長期借入金 586,738 608,811

リース債務 225,833 203,779

繰延税金負債 881,725 856,390

退職給付引当金 2,199,864 2,238,239

資産除去債務 124,949 125,555

その他 120,918 108,299

固定負債合計 4,140,029 4,141,075

負債合計 26,751,453 28,661,145

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,514,018 8,514,018

資本剰余金 6,535,131 6,532,676

利益剰余金 19,560,705 19,630,297

自己株式 △1,831,178 △1,820,182

株主資本合計 32,778,677 32,856,810

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 902,593 702,657

為替換算調整勘定 △1,603,777 △1,223,670

その他の包括利益累計額合計 △701,184 △521,013

少数株主持分 3,186,849 3,628,445

純資産合計 35,264,342 35,964,242

負債純資産合計 62,015,796 64,625,387
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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 18,787,461 17,234,777

売上原価 16,176,451 14,901,661

売上総利益 2,611,009 2,333,115

販売費及び一般管理費 1,837,816 1,852,715

営業利益 773,193 480,399

営業外収益   

受取利息 6,019 7,013

受取配当金 57,345 49,961

その他 35,915 19,145

営業外収益合計 99,280 76,120

営業外費用   

支払利息 11,467 12,133

為替差損 － 17,051

その他 7,276 9,038

営業外費用合計 18,743 38,223

経常利益 853,729 518,296

特別利益   

固定資産売却益 889,020 2,546

投資有価証券売却益 570 －

受取保険金 － 289,686

特別利益合計 889,591 292,233

特別損失   

固定資産売却損 9,437 －

固定資産除却損 12,037 10,883

減損損失 － 4,854

投資有価証券売却損 7 －

災害による損失 － 95,019

その他 － 783

特別損失合計 21,481 111,541

税金等調整前四半期純利益 1,721,839 698,988

法人税等 599,009 138,141

少数株主損益調整前四半期純利益 1,122,830 560,847

少数株主利益 122,471 188,317

四半期純利益 1,000,358 372,530
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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 1,122,830 560,847

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33,089 △199,935

為替換算調整勘定 181,475 633,385

その他の包括利益合計 148,386 433,450

四半期包括利益 1,271,216 994,297

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,079,142 552,701

少数株主に係る四半期包括利益 192,074 441,595
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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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

リケンテクノス㈱（4220）　平成25年3月期　第１四半期決算短信

- 7 -




