
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

 
  
  

 
 
  

  
  

 
 
  

  

  

  
(％表示は、対前期増減率) 
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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 66,304 △18.4 1,128 △42.1 1,550 △26.5 1,048 △14.0
24年３月期第２四半期 81,263 18.1 1,949 45.7 2,108 19.2 1,219 1.9

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 392百万円(△38.3％) 24年３月期第２四半期 636百万円( 30.3％)

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 25.10 －
24年３月期第２四半期 29.20 －

（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 53,771 17,034 31.4
24年３月期 58,832 16,893 28.5

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 16,893百万円 24年３月期 16,761百万円

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 － 0.00 － 6.00 6.00

25年３月期 － 0.00

25年３月期(予想) － 6.00 6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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 134,000 △15.2 2,000 △38.5 2,500 △35.3 1,550 △32.9 37.11

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

     

     

     

     

 

 
 

 
  

※ 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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（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) 25年３月期２Ｑ 41,780,000株 24年３月期 41,780,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 16,646株 24年３月期 16,638株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 41,763,356株 24年３月期２Ｑ 41,763,362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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としているものであり、実際の業

績は今後の様々な要因により大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。
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当第2四半期連結累計期間における海外経済は、欧州の財政・金融問題が長期化する一方、これまで

景気の牽引役であった中国においてもGDP成長率の低下が続く等、経済の成長ペースは鈍化しており、

世界的に景気の減速感が広がりつつあります。 

わが国経済は、東日本大震災の復興需要やエコカー補助金等により、緩やかに回復を続けてきました

が、個人消費の面においては政策効果も一巡し、弱含みの動きが見られるようになりました。また、海

外経済の減速を受け、円高の影響もあって輸出が低調に推移する等、景気は足踏み状態となっていま

す。 

このような環境下、当社グループといたしましては、中期経営計画（平成23年度～平成25年度）にて

重点戦略事業として掲げた潤滑油類・資源商材・環境商材などに係わる取引、及び中国・ベトナム関連

取引の拡大に注力して参りました。 

しかしながら、世界的な景気減速の中、希土類等の資源商材の需要が大きく縮小し、また、中国にお

ける建設機械需要の大幅な減少により潤滑油類の取引が影響を受けた結果、当第2四半期連結累計期間

における当社グループの売上高は、663億4百万円（前年同期比18.4％減）、営業利益は11億2千8百万円

（同42.1％減）となりました。自動車関連事業投資先における前年の東日本大震災による減産の反動増

等により、持分法による投資利益は増加したものの、経常利益は15億5千万円（同26.5％減）、四半期

純利益は10億4千8百万円（同14.0％減）と前年同期を下回る結果となりました。 

  

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比50億6千1百万円減少の537億7千1百万円

となりました。 

流動資産は主に取引の減少に伴い売上債権が減少したことや、棚卸資産が減少したことにより、前連

結会計年度末比48億8千2百万円減少の431億9千2百万円となりました。 

固定資産は前連結会計年度末比1億7千8百万円減少の105億7千9百万円となりました。 

流動負債は主に取引の減少に伴い仕入債務が減少したことや、短期借入金が減少したことにより、前

連結会計年度末比50億8千3百万円減少の324億3千3百万円となりました。 

固定負債は前連結会計年度末比1億1千9百万円減少の43億3百万円となりました。 

また、純資産の部は前連結会計年度末比1億4千1百万円増加の170億3千4百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は31.4％となりました。 

  

平成24年5月15日に公表いたしました平成25年3月期の連結業績予想を修正しております。詳細につき

ましては、本日(平成24年11月6日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

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

（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。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

記載すべき重要な事項はありません。 

  

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：百万円)

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 3,038 2,388

受取手形及び売掛金 37,867 35,432

商品 6,034 4,744

その他 1,431 919

貸倒引当金 △298 △291

流動資産合計 48,074 43,192

固定資産   

有形固定資産 591 562

無形固定資産 485 523

投資その他の資産   

投資有価証券 8,148 7,898

その他 2,085 2,140

貸倒引当金 △553 △544

投資その他の資産合計 9,681 9,493

固定資産合計 10,757 10,579

資産合計 58,832 53,771

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,607 26,102

短期借入金 6,640 4,858

未払法人税等 417 297

賞与引当金 62 101

その他 1,788 1,072

流動負債合計 37,516 32,433

固定負債   

長期借入金 2,300 2,300

退職給付引当金 318 297

役員退職慰労引当金 89 39

その他 1,715 1,666

固定負債合計 4,422 4,303

負債合計 41,939 36,736
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(単位：百万円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,024 4,024

資本剰余金 2,761 2,761

利益剰余金 10,048 10,845

自己株式 △3 △3

株主資本合計 16,830 17,627

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 733 154

繰延ヘッジ損益 21 △1

為替換算調整勘定 △824 △887

その他の包括利益累計額合計 △68 △734

少数株主持分 132 141

純資産合計 16,893 17,034

負債純資産合計 58,832 53,771
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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：百万円)

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 81,263 66,304

売上原価 75,697 61,626

売上総利益 5,566 4,677

販売費及び一般管理費 3,616 3,549

営業利益 1,949 1,128

営業外収益   

持分法による投資利益 134 457

その他 151 94

営業外収益合計 285 551

営業外費用   

支払利息 61 46

外国源泉税 － 31

その他 64 52

営業外費用合計 126 130

経常利益 2,108 1,550

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7

ゴルフ会員権売却益 12 －

その他 1 1

特別利益合計 13 8

特別損失   

固定資産除却損 0 5

出資金評価損 98 －

ゴルフ会員権評価損 － 7

その他 2 9

特別損失合計 100 23

税金等調整前四半期純利益 2,021 1,535

法人税、住民税及び事業税 664 357

法人税等調整額 129 119

法人税等合計 794 477

少数株主損益調整前四半期純利益 1,227 1,058

少数株主利益 7 10

四半期純利益 1,219 1,048
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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：百万円)

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 1,227 1,058

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △352 △472

繰延ヘッジ損益 △5 △23

為替換算調整勘定 29 50

持分法適用会社に対する持分相当額 △262 △219

その他の包括利益合計 △590 △665

四半期包括利益 636 392

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 629 382

少数株主に係る四半期包括利益 7 9
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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
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