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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第２四半期 28,753 1.7 384 △11.1 373 △8.9 38 △83.1
25年３月期第２四半期 28,283 △0.9 432 △3.8 410 △4.5 225 △1.8

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 426百万円( 96.2％) 25年３月期第２四半期 217百万円( 56.7％)

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 4.46 －
25年３月期第２四半期 26.40 －

（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 ％

26年３月期第２四半期 23,867 7,210 30.0
25年３月期 23,810 6,853 28.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 7,158百万円 25年３月期 6,796百万円

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

25年３月期 － 7.00 － 8.00 15.00

26年３月期 － 7.00

26年３月期(予想) － 8.00 15.00

(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）

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 58,000 4.3 870 6.4 840 7.2 360 △14.3 42.11

(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ：有

新規 １社（社名） 台灣普拉材料股フン有限公司 、除外 ―社（社名）

(注)詳細は、添付資料P.３「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」をご覧ください。

（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.３「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会
計処理の適用」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

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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(注)詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変
更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 26年３月期２Ｑ 8,550,000株 25年３月期 8,550,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,633株 25年３月期 1,633株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 8,548,367株 25年３月期２Ｑ 8,548,416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きの対象外であり、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き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
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手している情報

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。なお、業績予想に関する事項は、P．３「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、欧州

の景気低迷や中国はじめ新興国経済の減速等の影響が懸念されるものの、政府による金融・経済対

策を背景に、円高是正・株価回復等、緩やかな景気回復の兆しが表れております。 

このような状況下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は28,753百万円（前年同

期比1.7％増）、営業利益は384百万円（同11.1％減）、経常利益は373百万円（同8.9％減）となり

ました。また、四半期純利益に関しましては、当社及び連結子会社フィルタレン株式会社がこれま

で加入していました総合型厚生年金基金より本年９月末で任意脱退するに際し、脱退時特別掛金と

して266百万円を特別損失として計上したことを主たる要因として38百万円（同83.1％減）となりま

した。 

 

（２）財政状態に関する説明 

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23,867百万円となり、前連結会計年度末と比べ57百万円

増加いたしました。その要因は、現金及び預金を主とした流動資産の減少額282百万円及び投資有価

証券を主とした固定資産の増加額340百万円等によるものであります。 

また、負債は前連結会計年度末に比べ299百万円減少し、16,656百万円となりました。その要因は

支払手形及び買掛金を主とした流動負債の減少額228百万円及び長期借入金を主とした固定負債の減

少額70百万円等によるものであります。 

純資産の部は前連結会計年度末より357百万円増加し7,210百万円となり、自己資本比率は30.0％

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（以下「資金」という）は、前連結会

計年度末に比べ1,642百万円減少し2,220百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における

キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記の通りであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動により使用した資金は1,411百万円となりました。これは主に売上債権の増加686百万円、

仕入債務の減少968百万円等があった結果によるものです。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は80百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出44

百万円、有形固定資産の取得による支出19百万円、無形固定資産の取得による支出10百万円等があ

った結果によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は262百万円となりました。これは主に長期借入による収入150百万

円等があった一方で、短期借入金の減少額197百万円、長期借入金の返済による支出91百万円、配当

金の支払額68百万円等があった結果によるものです。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年７月26日に業績予想の修正を公表いたしました。この修正の要因となりました、総合型

厚生年金基金からの脱退に伴う脱退時特別掛金に関しましては、当初予定しておりました約208百万

円から266百万円に増加いたしましたが、通期の業績予想に変更はありません。 

 

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 

当第２四半期連結会計期間において、台灣普拉材料股份有限公司を新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．税金費用の計算 

当第２四半期連結会計期間を含む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り実効税率を乗じて計算する方

法によっております。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。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（為替予約の処理） 

従来、外貨建て金銭債権・債務に係る為替予約取引については、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約について振当処理を適用してまいりましたが、当第１四半期連結会計期間より、為替

リスクの評価及び為替予約に関する管理体制の見直しを行った結果、振当処理を行わず、原則的

な処理方法、すなわち、期末に時価評価を行い、評価差額は損益として処理する方法を適用して

います。 

当該事項による前連結会計年度の四半期連結財務諸表の主要な表示科目、１株当たり情報に与

える影響は軽微です。 

なお、当該会計方針の変更は、過去の期間に与える影響額が軽微であるため、遡及適用してお

りません。 
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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２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   4,067,549   2,468,759 

    受取手形及び売掛金   16,094,951   17,251,201 

    商品及び製品   1,331,574   1,549,069 

    仕掛品   13,752   13,014 

    原材料及び貯蔵品   27,307   24,228 

    繰延税金資産   71,508   85,789 

    その他   272,427   204,080 

    貸倒引当金   △16,354   △15,966 

    流動資産合計   21,862,715   21,580,176 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物   683,809   694,697 

       減価償却累計額   △470,559   △474,947 

       建物及び構築物（純額）   213,250   219,750 

      機械装置及び運搬具   192,827   193,199 

       減価償却累計額   △179,822   △181,824 

       機械装置及び運搬具（純額）   13,004   11,375 

      工具、器具及び備品   98,214   101,638 

       減価償却累計額   △83,555   △87,167 

       工具、器具及び備品（純額）   14,658   14,470 

      土地   220,948   220,948 

      リース資産   87,702   76,136 

       減価償却累計額   △48,065   △42,457 

       リース資産（純額）   39,637   33,678 

      有形固定資産合計   501,499   500,223 

    無形固定資産         

      リース資産   33,592   1,788 

      その他   94,258   235,956 

      無形固定資産合計   127,850   237,744 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   1,028,781   1,231,622 

      差入保証金   120,583   118,503 

      破産更生債権等   18,374   17,133 

      繰延税金資産   3,913   3,913 

      その他   164,511   195,683 

      貸倒引当金   △18,214   △17,133 

      投資その他の資産合計   1,317,950   1,549,723 

    固定資産合計   1,947,299   2,287,691 

  資産合計   23,810,015   23,867,867 
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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２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   11,761,007   11,116,791 

    短期借入金   3,268,479   3,188,602 

    1年内返済予定の長期借入金   157,000   482,000 

    未払法人税等   107,861   25,967 

    賞与引当金   88,300   86,206 

    その他   333,078   587,388 

    流動負債合計   15,715,727   15,486,955 

  固定負債         

    長期借入金   636,000   370,000 

    退職給付引当金   268,528   276,163 

    役員退職慰労引当金   62,840   64,065 

    繰延税金負債   67,996   145,704 

    その他   205,465   314,052 

    固定負債合計   1,240,831   1,169,986 

  負債合計   16,956,558   16,656,942 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   793,050   793,050 

    資本剰余金   721,842   721,842 

    利益剰余金   5,241,336   5,211,115 

    自己株式   △949   △949 

    株主資本合計   6,755,279   6,725,058 

  その他の包括利益累計額         

    その他有価証券評価差額金   119,010   246,183 

    繰延ヘッジ損益   △395   △360 

    為替換算調整勘定   △77,355   187,286 

    その他の包括利益累計額合計   41,258   433,109 

  少数株主持分   56,920   52,757 

  純資産合計   6,853,457   7,210,925 

負債純資産合計   23,810,015   23,867,867 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高   28,283,197   28,753,327 

売上原価   26,700,176   27,188,866 

売上総利益   1,583,020   1,564,460 

販売費及び一般管理費         

  運賃   115,808   127,617 

  役員報酬   62,073   57,950 

  給料   338,974   346,212 

  賞与   6,071   9,431 

  賞与引当金繰入額   83,386   79,967 

  退職給付費用   29,008   34,817 

  役員退職慰労引当金繰入額   6,485   8,425 

  福利厚生費   71,621   70,369 

  旅費及び交通費   43,294   42,208 

  賃借料   79,722   89,368 

  支払手数料   55,090   60,866 

  租税公課   12,862   12,448 

  減価償却費   34,348   37,921 

  その他   212,012   202,564 

  販売費及び一般管理費合計   1,150,762   1,180,170 

営業利益   432,258   384,289 

営業外収益         

  受取利息   526   434 

  受取配当金   10,942   12,548 

  仕入割引   294   301 

  為替差益   －   1,438 

  持分法による投資利益   9,485   11,114 

  その他   6,097   7,813 

  営業外収益合計   27,346   33,651 

営業外費用         

  支払利息   30,569   31,664 

  手形売却損   3,589   3,842 

  為替差損   5,058   － 

  その他   10,336   9,072 

  営業外費用合計   49,553   44,578 

経常利益   410,050   373,362 
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  (単位:千円) 

 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

特別利益         

  リース解約益   －   2,458 

  特別利益合計   －   2,458 

特別損失         

  固定資産除却損   1,295   23,364 

  投資有価証券評価損   21,525   － 

  厚生年金基金脱退損失   －   266,797 

  その他   3,600   － 

  特別損失合計   26,420   290,161 

税金等調整前四半期純利益   383,629   85,658 

法人税等   153,883   50,575 

少数株主損益調整前四半期純利益   229,746   35,083 

少数株主利益又は少数株主損失（△）   4,086   △3,083 

四半期純利益   225,660   38,166 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   229,746   35,083 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金（税引前）   △137,571   198,481 

  繰延ヘッジ損益（税引前）   △701   65 

  為替換算調整勘定（税引前）   73,233   243,729 

  持分法適用会社に対する持分相当額   2,917   20,909 

  その他の包括利益に係る税効果額   49,927   △71,338 

  その他の包括利益合計   △12,195   391,847 

四半期包括利益   217,551   426,931 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   213,465   430,014 

  少数株主に係る四半期包括利益   4,086   △3,083 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25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   383,629   85,658 

  減価償却費   43,839   47,511 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   △3   △1,469 

  受取利息及び受取配当金   △11,469   △12,983 

  支払利息   30,569   31,664 

  為替差損益（△は益）   12   △45 

  持分法による投資損益（△は益）   △9,485   △11,114 

  投資有価証券評価損益（△は益）   21,525   － 

  リース解約益   －   △2,458 

  固定資産除却損   1,295   23,364 

  厚生年金基金脱退損失   －   266,797 

  その他の特別損益（△は益）   3,600   － 

  売上債権の増減額（△は増加）   △164,474   △686,324 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   △146,261   △107,247 

  仕入債務の増減額（△は減少）   △95,793   △968,054 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   △4,496   △2,200 

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   3,182   1,225 

  退職給付引当金の増減額（△は減少）   15,769   7,635 

  破産更生債権等の増減額（△は増加）   96   1,240 

  その他   66,836   62,375 

  小計   138,372   △1,264,423 

  利息及び配当金の受取額   11,469   12,983 

  利息の支払額   △30,147   △32,445 

  法人税等の支払額   △143,520   △127,493 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   △23,826   △1,411,378 

投資活動によるキャッシュ・フロー         

  定期預金の預入による支出   △24,022   △44,028 

  有形固定資産の取得による支出   △13,392   △19,745 

  無形固定資産の取得による支出   △491   △10,593 

  投資有価証券の取得による支出   △20,566   △4,428 

  貸付金の回収による収入   1,227   388 

  差入保証金の差入による支出   △3,365   △3,874 

  差入保証金の回収による収入   16,225   1,856 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △44,385   △80,425 
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  (単位:千円) 

 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

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）   △355,943   △197,525 

  長期借入れによる収入   150,000   150,000 

  長期借入金の返済による支出   △66,000   △91,000 

  リース債務の返済による支出   △24,344   △39,921 

  配当金の支払額   △89,758   △68,386 

  少数株主への配当金の支払額   △405   △1,080 

  その他   △1,774   △14,536 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △388,226   △262,450 

現金及び現金同等物に係る換算差額   61,630   111,436 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △394,808   △1,642,817 

現金及び現金同等物の期首残高   3,784,701   3,863,477 

現金及び現金同等物の四半期末残高   3,389,892   2,220,659 
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（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） 

当第２四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

当第２四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

当社及び連結子会社の事業は、合成樹脂関連商品の販売等並びにこれらの付随業務の単一セグメ

ントであるため、記載を省略しております。 
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