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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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２四半期 9,618 △9.2 130 △16.4 159 △19.5 87 △21.4
24年３月期第２四半期 10,595 5.2 156 △8.8 198 △11.8 111 △23.7

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 43百万円(△43.2％) 24年３月期第２四半期 76百万円( ―％)

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２四半期 6.86 ―
24年３月期第２四半期 8.72 ―

（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２四半期 13,505 7,365 54.5
24年３月期 13,696 7,379 53.9

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 7,365百万円 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 ― 4.25

25年３月期(予想) ― 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

通期 19,700 △4.7 300 △14.4 360 △9.5 210 △0.3 16.46

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

詳細は、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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※ 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２Ｑ 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２Ｑ 2,850,307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２Ｑ 12,759,453株 24年３月期２Ｑ 12,769,934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２四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を背景として緩やかに内需
が持ち直しているものの、欧州の金融危機や円高の定着、中国や新興国経済の減速等による世界経済の下
振れリスクなど、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、化学工業関連分野等における需要低迷による生産縮小、更には前期、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96億１千８百万円（前年
同期比9.2％減）、営業利益は１億３千万円（前年同期比16.4％減）、経常利益は１億５千９百万円（前年
同期比19.5％減）、四半期純利益は８千７百万円（前年同期比21.4％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、東日本大震災の復興事業に伴い港湾・道路等のインフラ工事用のセメント関連薬
剤が伸長したほか、関東地区を主体に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、マンション建設が主に大都市圏で好調だったことから、内装用部材やその関
連薬剤が順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29億７千３百万円（前年同期比2.2％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、太陽電池の国内生産の大幅縮小や事業撤退、デジタル家電の生産減少等により関
連薬剤が大幅に減少したほか、電子部品も末端製品の生産縮小の影響から使用薬剤が大きく減少し大幅
な減収となりました。 

輸送機器関連分野では、産業用機器は設備投資の減少で関連部材が苦戦しましたが、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29億４千５百万円（前年同期比23.0％減）となりました。 
  
   ＜日用品関連分野＞ 

日用品関連分野では、化粧品関連薬剤は夏用の基礎化粧品等の回復により伸長しましたが、製靴関連
は安価輸入品との競合や末端消費の低迷により関連薬剤が低調に推移したことなどから減収となりまし
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により苦戦したほか、汎用フィル
ムも安価な海外包装加工品の影響を受けて減少し、大幅な減収となりました。 

    この結果、売上高は14億４百万円（前年同期比6.1％減）となりました。 
  
  ＜化学工業関連分野＞ 

繊維関連分野では、産業用繊維用薬剤は低迷しましたが、国内の繊維二次加工品や合成繊維の生産に
回復が見られたことなどから、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、汎用化学品が円高の影響を受けて低迷したほか、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大幅に減少し減収となりました。 

    この結果、売上高は22億８千９百万円（前年同期比3.0％減）となりました。 
  

 ①資産、負債及び純資産の状況 
流動資産は前連結会計年度末に比べ、２千２百万円増加し、98億９千９百万円となりました。 

 これは主に、現金及び預金が１億３千４百万円、有価証券が９千９百万円増加し、受取手形及び売掛
金が２億１千８百万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、２億１千３百万円減少し、36億６百万円となりました。 
 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、１億９千万円減少し、135億５百万円となりました。

流動負債は前連結会計年度末に比べ、２億１千１百万円減少し、57億３千４百万円となりました。 
 これは主に、支払手形及び買掛金が１億８千３百万円、未払法人税等が２千１百万円減少したことに
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、３千５百万円増加し、４億５百万円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、１億７千６百万円減少し、61億４千万円となりま
した。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ、１千４百万円減少し、73億６千５百万円となりました。  
 これは主に、利益剰余金が３千３百万円増加し、その他有価証券評価差額金が４千４百万円減少した
ことによるものであります。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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 ②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、23億６千６
百万円となり前年同四半期連結累計期間に比べ11億３千２百万円増加いたしました。 
 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  
  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果、増加した資金は１億７百万円（前年同四半期連結累計期間は３億５千万円の増加）

となりました。 
 これは主に、税金等調整前四半期純利益１億５千９百万円、売上債権の減少２億１千８百万円の収入
に対し、仕入債務の減少１億８千３百万円、法人税等の支払額９千４百万円の支出によるものです。 
  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果、減少した資金は１千１百万円（前年同四半期連結累計期間は１億１千２百万円の増

加）となりました。 
 これは主に、長期貸付金の回収３百万円の収入に対し、投資有価証券の取得１千２百万円、有形固定
資産の取得５百万円の支出によるものであります。 
  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果、減少した資金は６千２百万円（前年同四半期連結累計期間は５千４百万円の減少）

となりました。 
 これは主に、配当金の支払５千３百万円、リース債務の返済４百万円、自己株式の取得３百万円の支
出によるものであります。 

  

上期は、情報関連分野が需要低迷による大幅な生産縮小の影響を受けたほか、化学工業関連分野も円高
や生産調整の影響を受けたことなどから、全体として大幅な減収減益となりました。 

下期も不透明な状況が続くことが予想されますが、海外を含め新規市場の開拓、新商品の展開に引き続
き積極的に取り組むとともに、経費削減に努めてまいる所存であります。 

これらを踏まえ、当連結会計年度は売上高、利益ともに前回予想を下回る通期業績予想を見込んでお
り、平成24年５月10日の決算短信で発表した通期の連結・個別業績予想との差異は下記のとおりでありま
す。 

  

    平成25年３月期連結業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

   
（参考）平成25年３月期個別業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

 なお、業績予想につきましては、現時点での入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は今後
の様々な要因により、異なる結果となる可能性があります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

  前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 21,100 360 430 260 20.36

  今 回 修 正 予 想 （ Ｂ ） 19,700 300 360 210 16.46

  増  減  額  （Ｂ―Ａ） △1,400 △60 △70 △50 ―

  増  減  率  （％） △6.6 △16.7 △16.3 △19.2 ―

 （ご参考）

  前期実績（平成24年３月期） 20,662 350 397 210 16.49

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

  前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 21,000 350 410 240 18.77

  今 回 修 正 予 想 （ Ｂ ） 19,600 290 360 210 16.44

  増  減  額  （Ｂ―Ａ） △1,400 △60 △50 △30 ―

  増  減  率  （％） △6.7 △17.1 △12.2 △12.5 ―

 （ご参考）

  前期実績（平成24年３月期） 20,584 328 404 223 17.45
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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、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２四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

は軽微であります。 

  

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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,401,745 2,536,172

受取手形及び売掛金 7,015,276 6,797,253

有価証券 － 99,450

商品 398,700 388,726

その他 73,365 90,096

貸倒引当金 △12,545 △12,480

流動資産合計 9,876,542 9,899,219

固定資産   

有形固定資産 768,626 781,757

無形固定資産 28,772 49,618

投資その他の資産   

投資有価証券 2,718,645 2,551,501

その他 341,616 225,373

貸倒引当金 △38,075 △2,141

投資その他の資産合計 3,022,186 2,774,733

固定資産合計 3,819,585 3,606,110

資産合計 13,696,128 13,505,329

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,676,640 5,493,185

未払法人税等 95,324 73,693

賞与引当金 56,098 57,236

役員賞与引当金 15,000 8,850

その他 102,755 101,273

流動負債合計 5,945,817 5,734,238

固定負債   

退職給付引当金 1,742 592

役員退職慰労引当金 191,293 200,445

その他 177,552 204,769

固定負債合計 370,587 405,806

負債合計 6,316,405 6,140,045

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 4,722,780

自己株式 △575,421 △579,177

株主資本合計 7,264,408 7,293,803

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 38,107

土地再評価差額金 46,317 46,317

為替換算調整勘定 △13,520 △12,943

その他の包括利益累計額合計 115,314 71,481

純資産合計 7,379,723 7,365,284

負債純資産合計 13,696,128 13,505,329
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,595,624 9,618,182

売上原価 9,645,652 8,731,533

売上総利益 949,971 886,649

販売費及び一般管理費 793,665 755,911

営業利益 156,306 130,737

営業外収益   

受取利息 7,787 3,686

受取配当金 25,147 25,718

仕入割引 2,914 2,501

還付消費税等 － 5,729

その他 17,051 7,333

営業外収益合計 52,900 44,969

営業外費用   

支払利息 － 77

持分法による投資損失 6,069 11,832

売上割引 3,353 3,219

その他 1,389 877

営業外費用合計 10,812 16,006

経常利益 198,394 159,700

特別損失   

固定資産除売却損 － 74

その他 68 －

特別損失合計 68 74

税金等調整前四半期純利益 198,325 159,626

法人税、住民税及び事業税 86,980 72,124

法人税等合計 86,980 72,124

少数株主損益調整前四半期純利益 111,344 87,502

四半期純利益 111,344 87,502
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 111,344 87,502

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,126 △44,037

為替換算調整勘定 △12,955 576

持分法適用会社に対する持分相当額 571 △372

その他の包括利益合計 △34,511 △43,832

四半期包括利益 76,833 43,669

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 76,833 43,669

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 198,325 159,626

減価償却費 16,311 20,160

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46,776 △35,999

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,420 1,138

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000 △6,150

退職給付引当金の増減額（△は減少） 156 △1,150

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,588 9,152

前払年金費用の増減額（△は増加） 2,881 △1,066

受取利息及び受取配当金 △32,934 △29,405

支払利息 － 77

持分法による投資損益（△は益） 6,069 11,832

有形固定資産除売却損益（△は益） － 74

売上債権の増減額（△は増加） 238,155 218,352

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,721 10,016

その他の資産の増減額（△は増加） △42,160 18,480

仕入債務の増減額（△は減少） 29,333 △183,837

その他の負債の増減額（△は減少） △27,735 △13,383

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,731 △3,869

その他 △332 △633

小計 396,687 173,415

利息及び配当金の受取額 34,179 28,561

利息の支払額 － △77

法人税等の支払額 △80,109 △94,393

営業活動によるキャッシュ・フロー 350,758 107,506

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △500,000 －

定期預金の払戻による収入 500,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,330 △5,940

投資有価証券の取得による支出 △7,466 △12,351

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

160,000 263

長期貸付けによる支出 △40,000 －

長期貸付金の回収による収入 1,500 3,000

その他 － 3,489

投資活動によるキャッシュ・フロー 112,702 △11,539

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △4,389

自己株式の取得による支出 △435 △3,938

自己株式の売却による収入 14 181

配当金の支払額 △53,687 △53,955

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,108 △62,101

現金及び現金同等物に係る換算差額 900 562

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 410,253 34,427

現金及び現金同等物の期首残高 761,742 2,331,745

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 62,043 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,234,038 2,366,172
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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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）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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