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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 3,030 △0.3 △44 ― △16 ― △21 ―
25年3月期第1四半期 3,040 1.9 47 28.8 54 31.9 33 38.4

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 18百万円 （△61.6％） 25年3月期第1四半期 48百万円 （261.3％）

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

26年3月期第1四半期 △3.99 ―
25年3月期第1四半期 6.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 12,767 7,258 55.0 1,276.80
25年3月期 13,065 7,279 54.0 1,283.58
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,017百万円 25年3月期  7,055百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 6,800 14.4 65 △52.0 85 △35.8 55 △34.9 10.01
通期 14,300 14.7 525 30.6 520 28.1 325 24.0 59.13



(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  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」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 

(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 
 この四半期連結決算短信は、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、この四半期連結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きが実施中です。 

※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
業績等は今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 5,500,000 株 25年3月期 5,500,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,731 株 25年3月期 3,337 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 5,496,299 株 25年3月期1Q 5,496,663 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間の業績は、樹脂材料につきましては、住宅機材用途等は増加いたしましたが、工業用

パイプ用途等が減少いたしました。機能化学品では、工業用塗料関係は堅調に推移致しましたが、電子材料関連用

途は減少いたしました。この結果、販売数量は前年同期を下回る結果となり、また、価格面では原材料価格の上昇

を吸収することが出来ず、利益を圧迫する結果となりました。一方、中国子会社におきましては、売上高は前年同

期比で増加となり、収益面においても改善を進めております。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高30億30百万円（前年同四半期比0.3％減）、営業損失44

百万円（前年同四半期は営業利益47百万円）、経常損失16百万円（前年同四半期は経常利益54百万円）、四半期純

損失21百万円（前年同四半期は四半期純利益33百万円）となりました。   

   

  （２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は92億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億15百万円減

少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が３億41百万円、商品及び製品が59百万円減少したことなどによ

るものであります。固定資産は34億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円増加いたしました。これは

主に有形固定資産が８百万円増加したこと、投資その他の資産が14百万円増加したことによるものであります。 

この結果、総資産は、127億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億97百万円減少いたしました。  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は45億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億89百万円減

少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が２億16百万円減少したことなどによるものであります。固定負

債は９億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円増加いたしました。これは主に退職給付引当金が11百

万円増加したことによるものであります。 

この結果、負債合計は、55億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億77百万円減少いたしました。  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は72億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ20百万円減少

いたしました。これは主に四半期純損失21百万円及び剰余金の配当38百万円などによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は55.0%（前連結会計年度末は54.0%）となりました。   

   

  （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成25年５月９日発表の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました連結業

績予想に変更はありません。 

   

  

法人税等の算出方法  

 法人税等は、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。なお、法人税等調整額は法人

税等に含めて表示しております。 

   

１．当四半期決算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
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,309,497 2,330,777

受取手形及び売掛金 5,103,814 4,762,246

商品及び製品 1,050,475 990,608

仕掛品 93,652 101,826

原材料及び貯蔵品 425,826 464,767

その他 603,624 620,778

貸倒引当金 △2,308 △2,308

流動資産合計 9,584,580 9,268,695

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 731,067 742,377

機械装置及び運搬具（純額） 694,215 698,210

土地 1,340,442 1,340,442

その他（純額） 76,558 69,767

有形固定資産合計 2,842,283 2,850,797

無形固定資産 101,742 97,013

投資その他の資産   

その他 537,338 551,602

貸倒引当金 △200 △200

投資その他の資産合計 537,138 551,402

固定資産合計 3,481,164 3,499,213

資産合計 13,065,745 12,767,909

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,214,651 3,998,470

短期借入金 204,917 190,569

未払法人税等 69,608 3,589

引当金 86,343 39,264

その他 313,708 367,839

流動負債合計 4,889,229 4,599,733

固定負債   

退職給付引当金 524,201 535,890

役員退職慰労引当金 15,989 17,755

再評価に係る繰延税金負債 278,466 278,466

資産除去債務 23,756 23,797

その他 55,081 53,434

固定負債合計 897,495 909,344

負債合計 5,786,724 5,509,077
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100,900 1,100,900

資本剰余金 889,640 889,640

利益剰余金 4,571,412 4,510,979

自己株式 △1,400 △1,557

株主資本合計 6,560,552 6,499,962

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 32,549 34,851

土地再評価差額金 502,864 502,864

為替換算調整勘定 △40,587 △20,042

その他の包括利益累計額合計 494,827 517,673

少数株主持分 223,641 241,195

純資産合計 7,279,021 7,258,831

負債純資産合計 13,065,745 12,767,909
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,040,278 3,030,540

売上原価 2,594,219 2,651,563

売上総利益 446,059 378,977

販売費及び一般管理費 398,294 423,947

営業利益又は営業損失（△） 47,765 △44,970

営業外収益   

受取利息 829 647

受取配当金 16,554 12,559

為替差益 － 19,889

その他 763 1,217

営業外収益合計 18,146 34,314

営業外費用   

支払利息 8,645 1,223

売上割引 1,833 3,311

その他 1,397 1,237

営業外費用合計 11,876 5,772

経常利益又は経常損失（△） 54,035 △16,428

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

54,035 △16,428

法人税等 29,240 7,712

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

24,794 △24,140

少数株主損失（△） △8,349 △2,185

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,144 △21,955
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

24,794 △24,140

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,727 2,301

為替換算調整勘定 25,015 40,283

その他の包括利益合計 23,288 42,585

四半期包括利益 48,083 18,444

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 44,175 890

少数株主に係る四半期包括利益 3,908 17,553
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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