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問合 せ先 取締役管理本部長 小林 和明

（電話番号：03(3518)1111）

東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ

当社は、本日、平成24年10月23日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。今後とも、

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、当社グループの当期の業績予想は以下のとおりであり、また、最近の決算情報等につきま

して別添のとおりであります。

【連結】 （単位：百万円、％）

平成25年９月期

（予想）

平成24年９月期

（見込み）

平成23年９月期

（実績）

決算期

項目

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比

売上高 53,562 100.0 109.7 48,842 100.0 100.1 48,790 100.0

営業利益 2,293 4.3 101.0 2,271 4.6 104.1 2,182 4.5

経常利益 2,399 4.5 100.9 2,378 4.9 103.7 2,292 4.7

当期純利益 1,299 2.4 114.6 1,134 2.3 111.1 1,020 2.1

1株当たり当期純利益 93円39銭 98円83銭 88円93銭

1株当たり配当金 30円00銭 25円00銭 18円00銭

（注） １.平成23年９月期（実績）及び平成24年９月期（見込み）の１株当たり当期純利益は、

期中平均発行済株式数により算出しています。

２.平成25年９月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募株式数1,300,000株を含め

た予定期中平均発行済株式数13,918,079株により算出しています。

３.平成24年９月期（見込み）及び平成25年９月期（予想）につきましては、その重要

性に鑑み、連結の業績見込み及び業績予想のみを開示し、個別の業績見込み及び業績

予想につきましては開示していません。

４.平成25年９月期（予想）１株当たり配当金には、記念配当５円が含まれております。

本資料に記載されている当社グループの業績見込み及び業績予想は、本資料の日付時点において

入手可能な情報による判断及び仮定を前提にしており、実際の業績は業界環境の変化やリスク要因

の顕在化を含む様々な要因によって異なる場合があります。



平成 25 年９月期業績予想の主な前提

【売上高】

平成 25 年９月期の売上高は 53,562 百万円（平成 24 年９月期見込み比 9.7％増）を予想して

おります。平成 24 年９月期では家電、情報機器、インキ、液晶・半導体関連業界向けなどが伸

び悩んだのに対し、自動車関連業界向けは好調に推移しました。平成 25 年９月期ではこれら業

界の動向に大きな変化はないと想定しますが、引き続きグローバルで成長が期待できる自動車

関連業界向けの更なる伸張と、医療関連商材や環境関連商材など新分野での拡大を見込んでい

ます。

【営業利益】

平成 25 年９月期の営業利益は 2,293 百万円（同 1.0％増）を予想しております。前述のよう

に売上高の増加を見込む一方、将来の業容拡大に向けた増員による人件費の増加や、販売増加

に伴う運送料・保管料の増加など、販管費の増加（同 4.7％増）を見込んでおります。

【経常利益】

平成 25 年９月期の経常利益は 2,399 百万円（同 0.9％増）を予想しております。営業外収益

は為替益や受取配当金を主因に 152 百万円、営業外費用は支払利息や三洋機械工業の工場移転

費用などで 46 百万円の発生を見込んでおります。

【当期純利益】

平成 25 年９月期の当期純利益は 1,299 百万円（同 14.6％増）を予想しております。 特別利

益及び特別損失は見込んでおりません。

以 上



 

 

 

   

 

 
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 

  

 

   

 

 
  

 
(注) 当社は、平成22年９月期第３四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成23年９月期 

     第３四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。   

  

   

 

 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(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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四半期報告書提出予定日 ― 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

１．平成24年９月期第３四半期の連結業績（平成23年10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 ％

24年９月期第３四半期 36,202 0.0 1,959 1.7 2,070 1.6 995 △8.7
23年９月期第３四半期 36,186 ― 1,927 ― 2,038 ― 1,090 ―

(注) 包括利益 24年９月期第３四半期 1,067百万円(△8.2％) 23年９月期第３四半期 1,162百万円(―％)

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

24年９月期第３四半期 86.78 ―

23年９月期第３四半期 95.03 ―

（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 ％

24年９月期第３四半期 23,288 12,065 50.53

23年９月期 22,270 11,219 49.11

(参考) 自己資本 24年９月期第３四半期 11,767百万円  23年９月期 10,936百万円

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９月期 ― ― ― 18.00 18.00

24年９月期 ― ― ―

24年９月期(予想) 25.00 25.00

３．平成24年９月期の連結業績予想（平成23年10月１日～平成24年９月30日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 48,842 0.1 2,271 4.1 2,378 3.7 1,134 11.1 98.83

tdnet
スタンプ



  

 
(注）詳細は、添付資料４ページ「２.（２）四半期連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。 

 

 
  

 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ますが、 

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おります。 

  

 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３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 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)

（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

（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 ： 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

（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) 24年９月期３Ｑ 12,774,854株 23年９月期 12,774,854株

② 期末自己株式数 24年９月期３Ｑ 1,300,063株 23年９月期 1,299,802株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年９月期３Ｑ 11,474,791株 23年９月期３Ｑ 11,475,052株

※ 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
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は復興需要や政府施策などによる内需に牽引され緩やかな

がら回復基調となりましたが、一方で欧州政府債務危機の深刻化を背景とした海外経済の減速、円高

の定着やそれに伴う国内空洞化の加速、電力問題などの下振れ要因により先行きの不透明感は増して

きました。  

  このような環境下、三洋貿易グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は36,202百万円と前年

同四半期連結累計期間に比べ16百万円の増収となりました。利益面につきましては、営業利益は

1,959百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ32百万円（1.7％増）の増益、経常利益は2,070百万

円と前年同四半期連結累計期間に比べ32百万円（1.6％増）の増益となりましたが、四半期純利益は

995百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ94百万円（8.7％減）の減益となりました。 

 

   セグメントの業績は次の通りです。 

  ①ゴム・化学品 

ゴム関連商品は、自動車関連業界向けは堅調でしたが家電・情報機器関連業界向けの合成ゴムや副

資材が低調に推移、また円高やタイ洪水の影響により各種輸出も低調に終わりました。化学品関連商

品では、塗料・インキ関連向け添加剤ならびに農薬・電子材料輸出は低調に推移しましたが、フィル

ム輸出は好調でした。 

 この結果、売上高は17,855百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ910百万円（4.9％減）の減

収、営業利益は880百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ71百万円（7.6％減）の減益となりまし

た。 

 

  ②機械資材 

機械・資材関連商品は主力の飼料・木質用ペレットミルや接着剤関連商品は堅調に推移しました

が、輸出は低調に終わりました。産業資材関連商品は内装用本革・シート用各種機能部品ともに好調

に推移しました。科学機器関連商品ではエネルギー・バイオ・環境関連分野向けを始め各種分析機器

が好調に推移しました。 

 この結果、売上高は6,520百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ1,211百万円（22.8％増）の増

収、営業利益は915百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ361百万円（65.3％増）の増益となりま

した。 

  

 ③海外現地法人 

Sanyo Corporation of Americaは、工業用フィルムや自動車内装部品は堅調に推移しましたが吸水

性樹脂やゴム関連商品は低調に終わりました。三洋物産貿易（上海）有限公司は、自動車関連商品は

堅調でしたが、ゴム関連商品は低調に終わりました。San-Thap International Co., Ltd.は前半にタ

イ洪水の影響を受け全般に低調でした。 

 この結果、売上高は6,459百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ283百万円（4.6％増）の増収

となりましたが、営業利益は190百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ92百万円（32.6％減）の

減益となりました。 

 

  ④国内子会社 

コスモス商事㈱は、海洋船舶及び地熱関連は堅調に推移しましたが石油・ガス関連は低調に終わり

ました。㈱ケムインターは、機械・電子部品関連は堅調に推移しましたが液晶・半導体関連はやや低

調でした。アロマン㈱は、タイ洪水による半導体部品の緊急調達需要急増により前半は好調でした

が、その後は低調に推移しました。 

 この結果、売上高は5,184百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ568百万円（9.9％減）の減

収、営業利益は206百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ143百万円（41.0％減）の減益となりま

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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総資産は、売上債権及びたな卸資産の増加等により、23,288百万円となり、前連結会計年度末に比

べ1,017百万円増加しました。 

 負債は、長期借入金の減少等がありましたが、短期借入金の増加等により、11,222百万円となり、

前連結会計年度末に比べ171百万円増加しました。 

 純資産は、利益剰余金の増加等により、12,065百万円となり、前連結会計年度末に比べ846百万円

増加しました。 

  

平成24年９月期の業績予想の前提条件は、以下の通りです。 

  

 （売上高） 

売上高は48,842百万円（前年同期比0.1％増）を予想しております。当第３四半期までは自動車関

連業界向けは好調に推移しましたが、家電、情報機器、インキ、液晶・半導体関連業界向けは伸び悩

みました。第４四半期もこれら業界向けの動向に大きな変化はないと想定します。 

  

（営業利益） 

営業利益は2,271百万円（同4.1％増）を予想しております。販売費及び一般管理費につきまして

は、人員の増加や運送料・保管料の増加などを見込んでおります。  

  

（経常利益） 

経常利益は2,378百万円（同3.7％増）を予想しております。営業外収益では為替差益や受取配当金

を主因に187百万円、営業外費用は支払利息などで80百万円の発生を見込んでおります。 

  

（当期純利益） 

当期純利益は1,134百万円（同11.1％増）を予想しております。特別利益では投資有価証券売却益

など20百万円、特別損失では投資有価証券評価損などで135百万円を見込んでおります。 

  

  

  

  

  

（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。 

  

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

算する方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,314,838 1,947,422

受取手形及び売掛金 10,776,479 11,761,914

商品及び製品 4,066,212 4,458,079

仕掛品 5,527 1,575

原材料及び貯蔵品 695 1,399

その他 473,230 678,989

貸倒引当金 △22,415 △17,790

流動資産合計 17,614,567 18,831,590

固定資産

有形固定資産 2,001,155 1,913,498

無形固定資産

のれん 235,927 163,897

その他 81,700 102,239

無形固定資産合計 317,628 266,136

投資その他の資産

投資有価証券 1,470,584 1,470,277

その他 896,323 840,512

貸倒引当金 △29,390 △33,858

投資その他の資産合計 2,337,518 2,276,931

固定資産合計 4,656,301 4,456,566

資産合計 22,270,869 23,288,157

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,073,578 6,477,845

短期借入金 354,731 1,407,033

1年内返済予定の長期借入金 1,486,650 1,010,000

未払法人税等 552,882 526,333

引当金 62,887 15,241

その他 775,981 594,230

流動負債合計 9,306,711 10,030,684

固定負債

長期借入金 710,000 230,000

退職給付引当金 505,688 501,658

役員退職慰労引当金 236,561 81,058

その他 292,683 379,291

固定負債合計 1,744,934 1,192,008

負債合計 11,051,645 11,222,692
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 638,742 638,742

利益剰余金 11,006,887 11,796,200

自己株式 △492,619 △492,619

株主資本合計 11,153,010 11,942,323

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 80,679 91,199

為替換算調整勘定 △297,406 △266,211

その他の包括利益累計額合計 △216,727 △175,012

少数株主持分 282,940 298,153

純資産合計 11,219,223 12,065,465

負債純資産合計 22,270,869 23,288,157
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 36,186,092 36,202,493

売上原価 30,685,736 30,503,788

売上総利益 5,500,355 5,698,705

販売費及び一般管理費 3,572,988 3,738,876

営業利益 1,927,367 1,959,828

営業外収益

受取利息 2,376 4,002

受取配当金 34,299 31,953

為替差益 86,169 98,895

その他 55,255 41,780

営業外収益合計 178,100 176,631

営業外費用

支払利息 42,211 31,638

その他 24,473 33,990

営業外費用合計 66,684 65,629

経常利益 2,038,783 2,070,831

特別利益

投資有価証券売却益 － 12,375

関係会社株式売却益 － 8,000

貸倒引当金戻入額 1,667 －

特別利益合計 1,667 20,375

特別損失

役員退職功労加算金 － 10,380

投資有価証券評価損 － 21,049

出資金評価損 － 75,277

ゴルフ会員権評価損 － 18,630

災害による損失 － 9,446

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,000 －

特別損失合計 11,000 134,784

税金等調整前四半期純利益 2,029,450 1,956,422

法人税等 888,061 932,615

少数株主損益調整前四半期純利益 1,141,388 1,023,807

少数株主利益 50,853 27,948

四半期純利益 1,090,534 995,859
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年10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 1,141,388 1,023,807

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 50,207 10,517

為替換算調整勘定 △29,283 32,758

その他の包括利益合計 20,924 43,275

四半期包括利益 1,162,313 1,067,083

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,110,049 1,037,574

少数株主に係る四半期包括利益 52,263 29,508
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年10月１日  至  平成23年６月30日) 

  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 

 
（注）１ 「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、不動産賃貸業等 

          を含んでおります。 

   ２ セグメント利益の調整額△327,649千円には、のれん償却額△99,097千円、各報告セグメン 

     トに配分していない販売費及び一般管理費△238,127千円が含まれております。 

   ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年６月30日) 

  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 

 
（注）１ 「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、不動産賃貸業等 

          を含んでおります。 

   ２ セグメント利益の調整額△340,089千円には、のれん償却額△74,138千円、各報告セグメン 

     トに配分していない販売費及び一般管理費△281,211千円が含まれております。 

   ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

（注）１
合計

調整額 
（注）２

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）３

ゴム・ 
化学品

機械 
資材

海外 
現地法人

国内 
子会社

計

売上高

 外部顧客への 

 売上高
18,765,981 5,308,470 6,176,605 5,753,009 36,004,066 182,025 36,186,092 ― 36,186,092

 セグメント間 

 の内部売上高 

 又は振替高

1,280,468 162,336 837,551 61,297 2,341,654 7,020 2,348,674 △2,348,674 ―

計 20,046,449 5,470,807 7,014,157 5,814,306 38,345,721 189,045 38,534,766 △2,348,674 36,186,092

セグメント
利益

952,562 553,735 282,559 349,986 2,138,843 116,173 2,255,016 △327,649 1,927,367

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

（注）１
合計

調整額 
（注）２

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）３

ゴム・ 
化学品

機械 
資材

海外 
現地法人

国内 
子会社

計

売上高

 外部顧客への 

 売上高
17,855,742 6,520,065 6,459,669 5,184,797 36,020,274 182,219 36,202,493 ― 36,202,493

 セグメント間 

 の内部売上高 

 又は振替高

1,246,133 141,103 710,016 55,844 2,153,098 9,041 2,162,139 △2,162,139 ―

計 19,101,875 6,661,169 7,169,686 5,240,642 38,173,372 191,260 38,364,633 △2,162,139 36,202,493

セグメント
利益

880,577 915,490 190,497 206,516 2,193,081 106,837 2,299,918 △340,089 1,959,828
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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