
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 
 

  

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 98,617 △18.7 1,772 △35.5 2,362 △17.8 1,538 3.5
24年３月期第３四半期 121,278 14.6 2,747 28.3 2,875 6.0 1,486 △16.6

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 1,560百万円( 150.6％) 24年３月期第３四半期 622百万円(△51.8％)

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３四半期 36.84 －
24年３月期第３四半期 35.58 －

（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３四半期 56,442 18,202 32.0
24年３月期 58,832 16,893 28.5

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 18,057百万円 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 ： 無



  

 

 

 

     

 

 
 

 
  

※ 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 41,763,356株 24年３月期３Ｑ 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連結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３四半期連結累計期間における海外経済は、米国では緩やかな回復が見られたものの、欧州では

財政問題が長期化し景気は引き続き停滞しました。これまで景気の牽引役であった中国をはじめとする

新興国においても経済の成長ペースが鈍化するなど、全体として景気が減速した状態が続きました。 

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な回復過程にありました

が、海外経済の減速を受け、円高の影響もあって輸出が減少する中、政策効果の一巡に伴う自動車販売

の反動減など内需の停滞も見られるようになり、景気は低調に推移しました。 

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、又、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３四半期連結累計期間に

おける当社グループの売上高は、986億１千７百万円（前年同期比18.7％減）、営業利益は17億７千２

百万円（同35.5％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23億６千２百万円（同17.8％

減）となりました。四半期純利益については、前年同期に特別損失として訴訟関連費用を計上してお

り、又、当該累計期間は法人税が減少したことにより、15億３千８百万円（同3.5％増）と前年同期を

若干上回る結果となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比23億９千万円減少の564億４千２百万

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32億９千２百万円減少の447億８千１百万円となりました。 

固定資産は投資有価証券及び出資金の増加等により前連結会計年度末比９億２百万円増加の116億６

千万円となりました。 

流動負債は主に短期借入金が減少したことにより、前連結会計年度末比36億４千１百万円減少の338

億７千４百万円となりました。 

固定負債は前連結会計年度末比５千８百万円減少の43億６千４百万円となりました。  

また、純資産の部は利益剰余金の増加等により前連結会計年度末比13億９百万円増加の182億２百万

円となりました。 

この結果、自己資本比率は32.0％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

（２）連結財政状態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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,038 2,154

受取手形及び売掛金 37,867 37,216

商品 6,034 4,985

その他 1,431 672

貸倒引当金 △298 △247

流動資産合計 48,074 44,781

固定資産   

有形固定資産 591 568

無形固定資産 485 510

投資その他の資産   

投資有価証券 8,148 9,154

その他 2,085 1,998

貸倒引当金 △553 △571

投資その他の資産合計 9,681 10,581

固定資産合計 10,757 11,660

資産合計 58,832 56,442

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,607 28,208

短期借入金 6,640 4,634

未払法人税等 417 215

賞与引当金 62 155

その他 1,788 661

流動負債合計 37,516 33,874

固定負債   

長期借入金 2,300 2,300

退職給付引当金 318 283

役員退職慰労引当金 89 46

その他 1,715 1,735

固定負債合計 4,422 4,364

負債合計 41,939 38,239
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31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 11,336

自己株式 △3 △3

株主資本合計 16,830 18,118

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 733 666

繰延ヘッジ損益 21 20

為替換算調整勘定 △824 △748

その他の包括利益累計額合計 △68 △60

少数株主持分 132 145

純資産合計 16,893 18,202

負債純資産合計 58,832 56,442
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 121,278 98,617

売上原価 113,163 91,652

売上総利益 8,114 6,964

販売費及び一般管理費 5,367 5,192

営業利益 2,747 1,772

営業外収益   

持分法による投資利益 114 601

その他 200 188

営業外収益合計 314 790

営業外費用   

支払利息 87 68

為替差損 － 47

その他 99 84

営業外費用合計 186 199

経常利益 2,875 2,362

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 14 8

特別損失   

投資有価証券売却損 － 58

出資金評価損 98 －

訴訟和解金 270 －

その他 11 49

特別損失合計 380 108

税金等調整前四半期純利益 2,509 2,262

法人税、住民税及び事業税 793 512

法人税等調整額 218 197

法人税等合計 1,012 710

少数株主損益調整前四半期純利益 1,497 1,552

少数株主利益 11 13

四半期純利益 1,486 1,538
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,497 1,552

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △582 △72

繰延ヘッジ損益 5 △1

為替換算調整勘定 △45 6

持分法適用会社に対する持分相当額 △253 75

その他の包括利益合計 △875 8

四半期包括利益 622 1,560

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 612 1,546

少数株主に係る四半期包括利益 10 13
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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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