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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 14,598 10.2 646 14.7 675 13.9 371 7.4
24年3月期第2四半期 13,245 2.5 564 △28.4 592 △13.0 346 0.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 460百万円 （46.7％） 24年3月期第2四半期 313百万円 （282.8％）

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 14.35 ―
24年3月期第2四半期 13.37 ―

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 30,532 14,826 43.6
24年3月期 30,037 14,441 43.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  13,317百万円 24年3月期  13,041百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
25年3月期 ― 2.50
25年3月期（予想） ― 2.50 5.00

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）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 31,000 12.3 1,600 37.1 1,700 39.7 1,100 60.6 42.44



(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  

(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 
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、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、実績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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 26,801,452 株 24年3月期 26,801,452 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 883,388 株 24年3月期 882,818 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 25,918,288 株 24年3月期2Q 25,919,036 株
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当第２四半期連結累計期間におけるグローバル経済は、米国経済回復の足取りは重く、欧州債務問題は
長期化し、更にはアジア諸国経済の減速傾向も現れ依然として不透明な状況で推移しました。 
わが国の経済につきましては、復興需要による景況感の改善が見られたものの低迷する海外市況、円高

傾向の定着、新興諸国との競合激化等により厳しい状況におかれました。 
このような経済情勢の下、当社グループでは国内外におきまして業容の拡大を図るために新たな製造会

社を連結子会社に加え、生産効率の向上と販路の開拓にも努めてまいりました。 
その結果、当社グループの第２四半期の連結業績は、売上高は14,598百万円（前年同期比10.2％増）、

営業利益は646百万円（前年同期比14.7％増）、経常利益は675百万円（前年同期比13.9％増）となり、四
半期純利益は371百万円（前年同期比7.4％増）となりました。 

  

セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 
  

・機械部門 
海外向け自動車製造設備及び製靴関連の大型設備物件の受注があり、また設備の製造効率改善も推進し

ました。 
当部門の売上高は、1,102百万円（前年同期比7.6％増）、営業損失は12百万円（前年同期の営業損失は

84百万円）となりました。 
  

・化成品部門 
中国における自動車の堅調な需要増加、及び国内での復興需要やエコカー補助金の政策支援を得て好調

な自動車生産による売上高の増加に加え、建築関連資材の販売も順調に推移しました。 
当部門の売上高は、3,245百万円（前年同期比25.0％増）、営業利益は443百万円（前年同期比58.2％

増）となりました。 
  

・化学品部門 
前年同期比において設備物件の受注は減少しましたが、製造業の操業レベルの回復により一般工業用ケ

ミカルの需要増加に特殊塗料の販売が加わりました。 
当部門の売上高は、2,458百万円（前年同期比1.4％増）、営業利益は４百万円（前年同期の営業損失は

29百万円）となりました。 
  

・産業用素材部門 
中国及び国内市場における自動車用防音材の販売は堅調に推移したものの、家電用防音材については欧

州での販売低迷に加え製造コストの上昇や現地メーカーとの競合等の影響を受けました。 
当部門の売上高は、5,132百万円（前年同期比18.1％増）、営業利益は159百万円（前年同期比51.7％

減）となりました。 
  

・化工品部門 
産業用及びカーケア関連ケミカルの販売は堅調に推移しましたが、薄型テレビを主体とするデジタル家

電製品の販売低迷によりファインケミカルの販売は減少しました。 
当部門の売上高は、1,487百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は11百万円（前年同期比53.6％減）

となりました。 
  

・その他部門 
日中間貿易は堅調に推移したものの、円高の影響によりロシア向けケミカル品の貿易は減少しました。
当部門の売上高は、1,172百万円（前年同期比8.4％減）、営業利益は40百万円（前年同期比2.8％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、負債及び純資産の状況 
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ494百万円増加し、30,532百万円と

なりました。主な要因は、PARKER-PCP AUTO COMPONENTS PVT. LTD.の新規連結等に伴う有形固定資産の増
加（221百万円）及びたな卸資産の増加（336百万円）によるものです。 
負債は前連結会計年度末と比べ109百万円増加し、15,705百万円となりました。主な要因は、たな卸資

産の購入による支払手形及び買掛金の増加（284百万円）によるものです。 
純資産は前連結会計年度末と比べ385百万円増加し、14,826百万円となりました。主な要因は、利益剰

余金の増加（301百万円）及び少数株主持分の増加（108百万円）によるものです。 
  

②キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ、383百万円の増加の5,480百万円となりました。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益664百万円（前年同期は582百万

円）、減価償却費377百万円（前年同期は326百万円）、売上債権の増減額によるキャッシュ・フローの増
加494百万円（前年同期は508百万円の減少）、仕入債務の増減額によるキャッシュ・フローの増加215百
万円（前年同期は121百万円の増加）、法人税等の支払額162百万円（前年同期は267百万円）等により、
1,274百万円の収入（前年同期は54百万円の支出）となりました。 

  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の実行、自動車用金型等の有形固定資産の取得によ

る支出等により、561百万円の支出（前年同期は642百万円の支出）となりました。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額によるキャッシュ・フローの減少227百

万円（前年同期は309百万円の収入）、配当金の支払51百万円（前年同期は64百万円）等により、363百万
円の支出（前年同期は154百万円の収入）となりました。 

  

第３四半期以降の当社グループを取り巻く経営環境は、欧州債務問題、新興国経済の減速、長引く円高
など引続き厳しい状況が予想され、現段階では不透明感が強いため、通期の連結業績予想につきまして
は、前回公表の計画（平成24年５月15日付決算短信）を据え置いております。また今後におきましても、
経済環境や市場動向を注視し、業績予想の適切な開示に努めてまいります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

 ○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。 

  

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に与え

る影響額は軽微であります。 

（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

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

（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）
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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 5,120,584 5,506,131

受取手形及び売掛金 8,684,017 8,297,607

商品及び製品 2,008,950 2,205,646

仕掛品 36,163 117,709

原材料及び貯蔵品 532,667 590,441

繰延税金資産 177,622 179,944

その他 703,461 832,101

貸倒引当金 △13,534 △15,060

流動資産合計 17,249,934 17,714,522

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,704,005 5,786,410

減価償却累計額 △3,012,044 △3,132,296

建物及び構築物（純額） 2,691,960 2,654,114

機械装置及び運搬具 3,230,454 3,474,062

減価償却累計額 △2,301,958 △2,411,528

機械装置及び運搬具（純額） 928,495 1,062,534

土地 4,301,716 4,305,848

リース資産 375,025 476,210

減価償却累計額 △128,662 △184,704

リース資産（純額） 246,363 291,506

建設仮勘定 103,378 138,759

その他 2,671,033 2,786,712

減価償却累計額 △2,311,156 △2,386,455

その他（純額） 359,877 400,257

有形固定資産合計 8,631,792 8,853,020

無形固定資産   

リース資産 27,958 19,723

その他 33,486 114,000

無形固定資産合計 61,444 133,723

投資その他の資産   

投資有価証券 3,439,198 3,309,020

長期貸付金 238,000 68,517

繰延税金資産 2,619 3,001

その他 606,131 641,893

貸倒引当金 △191,822 △191,639

投資その他の資産合計 4,094,127 3,830,793

固定資産合計 12,787,365 12,817,537

資産合計 30,037,299 30,532,059
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,191,949 5,476,227

短期借入金 4,531,899 4,319,534

1年内返済予定の長期借入金 － 1,300,000

リース債務 136,444 168,541

未払法人税等 195,118 248,913

賞与引当金 329,272 362,301

繰延税金負債 1,209 46

その他 1,123,638 1,091,869

流動負債合計 11,509,532 12,967,432

固定負債   

長期借入金 2,480,000 1,180,000

リース債務 150,992 157,813

繰延税金負債 206,994 172,761

退職給付引当金 971,846 971,890

役員退職慰労引当金 197,311 184,204

負ののれん 25,774 17,985

資産除去債務 13,201 13,400

その他 40,505 39,846

固定負債合計 4,086,625 2,737,902

負債合計 15,596,158 15,705,334

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,205 2,201,205

資本剰余金 2,277,399 2,277,399

利益剰余金 8,433,680 8,735,595

自己株式 △201,393 △201,501

株主資本合計 12,710,891 13,012,698

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,018,090 938,434

繰延ヘッジ損益 18,598 △319

為替換算調整勘定 △706,390 △633,025

その他の包括利益累計額合計 330,297 305,089

少数株主持分 1,399,951 1,508,936

純資産合計 14,441,140 14,826,724

負債純資産合計 30,037,299 30,532,059
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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 13,245,070 14,598,839

売上原価 9,682,114 10,891,681

売上総利益 3,562,955 3,707,157

販売費及び一般管理費 2,998,816 3,060,241

営業利益 564,139 646,915

営業外収益   

受取利息 11,499 12,214

受取配当金 15,345 17,685

負ののれん償却額 8,018 8,018

持分法による投資利益 58,465 47,436

デリバティブ評価益 21,660 19,442

その他 30,585 37,582

営業外収益合計 145,574 142,380

営業外費用   

支払利息 30,620 36,387

為替差損 58,280 53,463

その他 28,151 24,141

営業外費用合計 117,053 113,992

経常利益 592,660 675,304

特別利益   

固定資産売却益 2,567 5,481

特別利益合計 2,567 5,481

特別損失   

固定資産除却損 11,155 323

投資有価証券評価損 － 13,974

会員権評価損 1,472 1,753

特別損失合計 12,627 16,050

税金等調整前四半期純利益 582,599 664,734

法人税、住民税及び事業税 171,268 214,800

法人税等調整額 1,491 8,366

法人税等合計 172,760 223,166

少数株主損益調整前四半期純利益 409,839 441,568

少数株主利益 63,407 69,647

四半期純利益 346,432 371,920
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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 409,839 441,568

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △43,620 △69,615

繰延ヘッジ損益 △11,541 △19,435

為替換算調整勘定 △24,279 119,399

持分法適用会社に対する持分相当額 △16,712 △11,635

その他の包括利益合計 △96,153 18,713

四半期包括利益 313,686 460,281

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 278,992 359,965

少数株主に係る四半期包括利益 34,694 100,315
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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 582,599 664,734

減価償却費 326,546 377,002

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,974

負ののれん償却額 △8,018 △8,018

デリバティブ評価損益（△は益） △21,660 △19,442

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,327 32,962

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,827 △136

受取利息及び受取配当金 △26,844 △29,900

支払利息 30,620 36,387

持分法による投資損益（△は益） △58,465 △47,436

有形固定資産除却損 11,155 323

有形固定資産売却損益（△は益） △2,567 △5,481

売上債権の増減額（△は増加） △508,588 494,825

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,586 △288,052

仕入債務の増減額（△は減少） 121,530 215,181

その他 △263,348 8,569

小計 216,046 1,445,492

利息及び配当金の受取額 27,580 27,838

利息の支払額 △31,115 △36,574

法人税等の支払額 △267,050 △162,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △54,538 1,274,113

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △5,942 △1,279

有形固定資産の取得による支出 △335,147 △255,501

有形固定資産の売却による収入 10,024 15,763

投資有価証券の取得による支出 △61,284 △16,851

貸付けによる支出 △160,000 △235,700

貸付金の回収による収入 500 82

その他 △90,247 △68,420

投資活動によるキャッシュ・フロー △642,098 △561,907

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 309,796 △227,375

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △38,852 △81,469

長期借入金の返済による支出 △50,000 －

配当金の支払額 △64,798 △51,837

その他 △1,825 △2,522

財務活動によるキャッシュ・フロー 154,320 △363,204

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,226 29,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △548,543 378,957

現金及び現金同等物の期首残高 5,238,221 5,096,946

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5,836 4,854

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,695,515 5,480,757
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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） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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) 

１．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 

（単位：千円）

 
 (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、石油関連商品・不動産賃貸・

介護機器を含んでおります。 

  ２ 報告セグメントの利益と四半期連結損益計算書の営業利益との差額は、「その他」の区分の利益でありま

す。 

  

Ⅱ 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) 

１．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 

（単位：千円）

 
 (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、石油関連商品・不動産賃貸・

介護機器を含んでおります。 

  ２ 報告セグメントの利益と四半期連結損益計算書の営業利益との差額は、「その他」の区分の利益でありま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント
その他

(注) １
合計 調整額

四半期連

結損益計

算書計上

額(注)２
機械部門

化成品 

部門

化学品 

部門

産業用 

素材部門

化工品 

部門
計

売上高

外部顧客への売上高 1,024,287 2,596,565 2,425,197 4,344,002 1,574,767 11,964,820 1,280,249 13,245,070 ― 13,245,070

セグメント間の

内部売上高又は振替高 1,188 75,685 38,297 27,310 144 142,626 49,333 191,959 △191,959 ―

計 1,025,475 2,672,250 2,463,494 4,371,313 1,574,912 12,107,446 1,329,583 13,437,030 △191,959 13,245,070

セグメント利益又は

損失（△）
△84,576 280,039 △29,237 330,917 25,127 522,271 41,868 564,139 ― 564,139

報告セグメント
その他

(注) １
合計 調整額

四半期連

結損益計

算書計上

額(注)２
機械部門

化成品 

部門

化学品 

部門

産業用 

素材部門

化工品 

部門
計

売上高

外部顧客への売上高 1,102,467 3,245,236 2,458,678 5,132,278 1,487,641 13,426,302 1,172,536 14,598,839 ― 14,598,839

セグメント間の

内部売上高又は振替高 ― 47,464 19,807 ― 60 67,332 55,846 123,178 △123,178 ―

計 1,102,467 3,292,701 2,478,485 5,132,278 1,487,701 13,493,634 1,228,383 14,722,017 △123,178 14,598,839

セグメント利益又は

損失（△）
△12,997 443,099 4,672 159,768 11,656 606,198 40,717 646,915 ― 646,915
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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） 

 該当事項はありません。 

（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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