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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年1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2四半期 26,666 △5.7 △1,649 ― △1,227 ― △1,214 ―
24年12月期第2四半期 28,275 △2.2 452 △45.7 230 △66.8 184 8.0

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △979百万円 （―％） 24年12月期第2四半期 197百万円 （23.4％）

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2四半期 △60.26 ―
24年12月期第2四半期 9.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 46,060 13,585 29.5
24年12月期 48,067 14,565 30.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  13,585百万円 24年12月期  14,565百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成26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  
 当期は決算期の変更（12月31日を３月31日）に伴い、平成25年１月１日から平成26年３月31日までの15ヶ月の変則事業年度となります。通期連結業績予想
は、最近の原材料価格高騰を受け製商品販売価格改定を実施しておりますが、その効果を現時点で合理的に予測することは極めて困難な状況にあるため、売
上高を除き、未定（―）としております。通期連結業績予想については、詳細が判明次第、速やかにお知らせ致します。 

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 72,000 ― ― ― ― ― ― ― ―



(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  ：  無  

(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ますが、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おります。 

※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、四半期
決算短信（添付資料）２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   ：  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2Q 21,040,000 株 24年12月期 21,040,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 890,986 株 24年12月期 890,950 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 20,149,019 株 24年12月期2Q 20,149,077 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安・株高の影響や新政権の経済政策への期待などから穏や

かに回復しており、消費者マインドも全体としては改善しつつあります。しかしながら、雇用者所得環境の改善に

までにはいたっていないことから、当食品包装容器業界に極めて関連性の深い食品・日用品などの一般消費財市場

においては、消費者の節約志向はいまだ根強く、競争も激化したことから、当社製品の販売数量・販売価格もその

影響を大きく受ける結果となりました。一方で、ナフサやベンゼンの海外市況は高止まりし、更には円安が継続し

たことからポリスチレン等の原材料価格の上昇が続きました。 

  このような状況のなか、当社グループの国内では、２月13日から２月15日にかけて当社の東京オフィスにて

「Spring Fair ２０１３」を開催してＳＤ－sｔｙｌｅ（製品名）をはじめとした春夏の新製品紹介とそれらを活

用した食品売場や食品盛付けの提案をおこない、多数のお客様の来場とともに好評を博しました。生産面では、当

社が開発したポリプロピレンをベースとした多機能素材「ＳＤ」（耐熱性・耐油性・省資源という従来型の特性に

加えて断熱性・超軽量・CO２排出量削減を付加した多機能な断熱積層発泡素材）の安定した生産体制が確立され、

「ＳＤ」の商品ラインナップも拡大いたしました。一方で、当社が使用するプラスチック原材料の価格は、高止ま

りする原油価格や円安などから、大幅に高騰し、他にも電気料や運賃など各種料金の値上げが続き、収益を著しく

圧迫しております。これら原材料価格・各種料金の値上げを企業努力のみで吸収することは困難な事から、５月下

旬に製品価格改定を発表し、順次、得意先様との価格改定交渉を実施しております。 

 中国においては、第２四半期の実質ＧＤＰ成長率は前年比7.5％となり、経済成長率はやや低下したものの、依

然、堅調な経済成長は続いており、安全・安心な当社グループ製品に対する安定的な需要は継続いたしました。ま

た、昨年設立した統括会社「環菱中央化学管理有限公司」の統括機能範囲を順次拡大し中国事業の効率化と強化を

進めております。しかしながら、中国においても原材料価格は上昇し、原材料高によるコスト増加要因を売上増加

や合理化等で吸収できず減益となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失

百万円（前年同期は 百万円の利益）、経常損失 百万円（前年同期は 百万円の利益）、四半期純損失

百万円（前年同期は 百万円の利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 資産は、受取手形及び売掛金が 百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し

百万円となりました。 

（負債） 

 負債は、短期借入金が 百万円、長期借入金が 百万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に

比べ 百万円減少し 百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産は、四半期純損失 百万円等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円となり、

自己資本比率は ％となりました。 

  

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は、 百万円となり前連結会計年度末に比べ 百

万円の減少となりました。 

（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、減価償却費 百万円、売上債権の減少 百万円があった一方、た

な卸資産の増加 百万円等があり、 百万円（前年同期比 百万円の増）の収入となりました。 

（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、固定資産の取得 百万円等があり、 百万円（前年同期比 百万円

の増）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、長期借入による収入 百万円があった一方、短期借入金の純減額 百

万円や長期借入金の返済 百万円等があり、 百万円（前年同期比 百万円の減）の支出となりました。

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、平成25年２月13日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。詳細につ

きましては、平成25年８月７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

26,666 5.7 1,649

452 1,227 230

1,214 184

2,137 2,006

46,060

491 269

1,027 32,474

1,214 979 13,585

29.5

4,836 316

1,177 2,331

797 1,403 81

799 758 238

500 500

670 1,205 3,035
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,153 4,949

受取手形及び売掛金 11,655 9,517

商品及び製品 5,791 6,549

仕掛品 676 723

原材料及び貯蔵品 1,229 1,482

繰延税金資産 240 55

その他 2,792 1,883

貸倒引当金 △15 △17

流動資産合計 27,523 25,142

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,495 6,547

機械装置及び運搬具（純額） 3,111 3,093

土地 4,563 4,563

リース資産（純額） 3,749 3,923

建設仮勘定 155 258

その他（純額） 708 721

有形固定資産合計 18,784 19,108

無形固定資産   

リース資産 19 15

その他 383 423

無形固定資産合計 403 438

投資その他の資産   

投資有価証券 363 277

長期貸付金 125 136

破産更生債権等 183 127

繰延税金資産 803 931

その他 144 167

貸倒引当金 △265 △270

投資その他の資産合計 1,355 1,370

固定資産合計 20,543 20,917

資産合計 48,067 46,060
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,163 11,667

短期借入金 3,498 3,007

1年内返済予定の長期借入金 1,314 1,413

リース債務 1,001 1,101

未払金 2,183 2,105

未払法人税等 71 40

未払消費税等 41 47

賞与引当金 － 129

海外事業等再編引当金 32 32

資産除去債務 17 11

その他 1,742 770

流動負債合計 21,067 20,325

固定負債   

長期借入金 8,361 8,091

リース債務 3,000 3,085

退職給付引当金 777 686

役員退職慰労引当金 15 9

災害損失引当金 81 77

債務保証損失引当金 37 37

資産除去債務 7 7

その他 153 153

固定負債合計 12,434 12,149

負債合計 33,502 32,474

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,212 6,212

資本剰余金 5,787 5,787

利益剰余金 3,353 2,139

自己株式 △1,169 △1,169

株主資本合計 14,183 12,969

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3 8

繰延ヘッジ損益 0 16

為替換算調整勘定 378 591

その他の包括利益累計額合計 381 616

純資産合計 14,565 13,585

負債純資産合計 48,067 46,060
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 28,275 26,666

売上原価 22,180 22,376

売上総利益 6,095 4,289

販売費及び一般管理費 5,643 5,939

営業利益又は営業損失（△） 452 △1,649

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 5 3

為替差益 22 462

その他 104 138

営業外収益合計 135 606

営業外費用   

支払利息 142 114

手形売却損 13 12

売上割引 42 41

支払手数料 120 －

その他 39 15

営業外費用合計 357 185

経常利益又は経常損失（△） 230 △1,227

特別利益   

受取補償金 － 195

受取和解金 136 －

その他 － 0

特別利益合計 136 196

特別損失   

固定資産除売却損 41 6

災害損失 71 45

その他 0 －

特別損失合計 114 51

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（△）

252 △1,082

法人税、住民税及び事業税 26 77

法人税等調整額 42 53

法人税等合計 68 131

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（△）

184 △1,214

四半期純利益又は四半期純損失（△） 184 △1,214
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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（△）

184 △1,214

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5 5

繰延ヘッジ損益 △0 16

為替換算調整勘定 6 213

その他の包括利益合計 12 234

四半期包括利益 197 △979

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 197 △979

－ 7 －

中央化学㈱　（7895）　平成26年3月期　第2四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

252 △1,082

減価償却費 1,075 1,177

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 5

災害損失引当金の増減額（△は減少） △9 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57 △90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34 △6

受取補償金 － △195

受取利息及び受取配当金 △8 △6

支払利息 142 114

為替差損益（△は益） 1 △16

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 0 △0

有形固定資産除却損 41 6

有形固定資産売却損益（△は益） － △0

役員退職慰労金 38 13

売上債権の増減額（△は増加） 2,355 2,331

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,350 △797

仕入債務の増減額（△は減少） △1,122 △43

未払消費税等の増減額（△は減少） △29 △1

その他 110 18

小計 1,506 1,422

利息及び配当金の受取額 8 6

利息の支払額 △126 △113

補償金の受取額 － 195

役員退職慰労金の支払額 △38 △13

法人税等の支払額 △28 △93

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,322 1,403

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △546 △799

固定資産の売却による収入 － 3

定期預金の預入による支出 － △112

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

投資有価証券の売却による収入 4 100

貸付金の回収による収入 18 7

破産更生債権等の回収による収入 － 46

その他 10 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △519 △758

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） △13,089 △500

長期借入れによる収入 10,000 500

長期借入金の返済による支出 △786 △670

リース債務の返済による支出 △364 △535

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,240 △1,205

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,426 △316

現金及び現金同等物の期首残高 7,902 5,153

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,476 4,836
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 該当事項はありません。   

   

   

 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24年１月１日 至平成24年６月30日） 

  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：百万円）

（注）１. セグメント利益の調整額 百万円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していな

い全社費用であります。 

   ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年１月１日 至平成25年６月30日） 

  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：百万円）

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額 百万円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分

していない全社費用であります。 

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  
報告セグメント 

調整額 
(注)１  

四半期連結  
損益計算書 
計上額 
(注)２  

日本 アジア 計 

売上高  

外部顧客への売上高  25,959  2,316  28,275  －  28,275

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 17  569  587  △587  －

計  25,976  2,886  28,863  △587  28,275

セグメント利益  591  116  708  △255  452

△255

  
報告セグメント 

調整額 
(注)１  

四半期連結  
損益計算書 
計上額 
(注)２  

日本 アジア 計 

売上高  

外部顧客への売上高  23,942  2,723  26,666  －  26,666

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 28  953  981  △981  －

計  23,971  3,676  27,648  △981  26,666

セグメント利益又は損失(△)  △1,340  9  △1,330  △318  △1,649

△318
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