
  

  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）  

  

  

  

  

（２）連結財政状態  

  

  

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  

  
  

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）  

  

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無  
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上場会社名  リケンテクノス株式会社  上場取引所  東  

コード番号  4220  ＵＲＬ  http://www.rikentechnos.co.jp/  

代表者  （役職名） 代表取締役社長  （氏名）清水 浩  

問合せ先責任者  （役職名） 経理部長  （氏名）前田 健  ＴＥＬ  03-3663-7991  

四半期報告書提出予定日  平成26年２月10日  配当支払開始予定日  －  

四半期決算補足説明資料作成の有無：無   

四半期決算説明会開催の有無      ：無   

  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  63,599 16.1 2,925 81.1 3,150 72.6 1,799 27.8 

25年３月期第３四半期  54,782 △4.9 1,615 △13.8 1,825 △5.8 1,407 △12.7 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  3,887百万円（98.9％）    25年３月期第３四半期 1,954百万円 （78.3％）  

  
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３四半期  30.06 － 

25年３月期第３四半期  23.29 － 

  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３四半期  78,021 40,753 46.2 602.72 

25年３月期  68,998 37,814 49.0 565.31 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  36,078百万円   25年３月期  33,833百万円 

   
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  － 4.00 － 5.00 9.00 

26年３月期  － 4.00 －       

26年３月期（予想）          5.00 9.00 

  （％表示は、対前期増減率）

  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  82,000 11.5 4,000 112.4 4,000 76.1 2,400 77.6 40.09 



※  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）：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２ページ「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        ：有  

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無  

③  会計上の見積りの変更                        ：有  

④  修正再表示                                  ：無  

（注）詳細は、添付資料２ページ「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）  

  
  
  

※  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見直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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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

記事項等については、添付資料２ページ「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。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Ｑ 66,113,819株 25年３月期  66,113,819株

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ 6,254,076株 25年３月期  6,264,020株

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Ｑ 59,862,039株 25年３月期３Ｑ  60,449,057株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、第二次安倍内閣の掲げる日本経済の再生に向けた「新成長戦略」

による大胆な景気浮揚策に対する期待から「アベノミクス」効果として株価の上昇や、行き過ぎた円高の修正が進

みました。その結果、輸出採算の向上と、内需回復を背景に企業マインドは改善しており、それに伴って個人消費

も緩やかな増加傾向にあります。 

海外では、米国経済は雇用者数の堅調な増加がみられ、企業業績の改善が継続しております。欧州経済は緩やか

ながら回復しつつあり、減速傾向にあった中国も幾分低めの成長で安定してきており、日本と中国との政治的緊張

等の懸念材料はありますが、全体では緩やかな回復傾向にあります。 

産業別には、自動車業界は販売台数が伸び悩んだ時期があったものの、比較的堅調に推移しました。低迷の続く

家電業界は、まだ本格的な回復には至っておりませんが、底は脱しつつあります。また、建材関連では消費税引き

上げ前の駆け込み需要を反映した住宅の着工件数は増加傾向にあります。 

 この様な環境の中、当社グループは、世界的な自動車生産の回復に伴う需要を国内外で確実に捉え、また、国内

建材市場の消費税引き上げ前の駆け込み需要を確実に取り込んだことにより売上は増加しました。加えて洪水被害

を受けたタイ国現地法人が売上、収益とも回復し、前第３四半期会計期間よりリケンファブロを完全子会社化した

こともあり、増収増益となりました。 

以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期連結累計期間比

（以下「前年同期比」）16.1%増）、営業利益は 百万円(前年同期比81.1%増)、経常利益は 百万円（前年

同期比72.6%増）、当期純利益は 百万円（前年同期比27.8%増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりま

した。これは主に現預金、売掛債権及び棚卸資産が増加し流動資産が 百万円増加したこと等によります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりまし

た。これは主に仕入債務及び借入金が増加したこと等によります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりま

した。これは主に利益剰余金及び為替換算調整勘定が増加したこと等によります。  

    

（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11月11日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はあ

りません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  第２四半期連結会計期間より、リケンテクノスインターナショナルコリアコーポレーション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 

（税金費用の計算）  

 当第３四半期連結会計期間を含む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しております。  

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。   

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響額は軽微であります。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

63,599

2,925 3,150

1,799

78,021 9,023

7,127

37,267 6,083

40,753 2,939

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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,156,007 10,779,892

受取手形及び売掛金 20,770,317 23,176,956

商品及び製品 5,292,284 6,244,857

仕掛品 569,039 495,873

原材料及び貯蔵品 3,517,884 4,496,829

繰延税金資産 398,528 414,930

その他 891,093 2,108,097

貸倒引当金 △206,108 △200,419

流動資産合計 40,389,046 47,517,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,297,368 7,087,579

機械装置及び運搬具（純額） 6,303,671 7,418,975

土地 6,279,312 6,357,680

リース資産（純額） 209,680 161,563

建設仮勘定 1,769,202 486,890

その他（純額） 334,179 429,685

有形固定資産合計 21,193,415 21,942,376

無形固定資産   

のれん 1,428,896 1,226,879

リース資産 33,289 19,215

その他 887,360 1,332,546

無形固定資産合計 2,349,547 2,578,641

投資その他の資産   

投資有価証券 4,049,224 4,510,870

長期貸付金 23,595 20,191

繰延税金資産 200,462 199,162

前払年金費用 494,781 478,887

その他 308,268 777,251

貸倒引当金 △9,921 △2,882

投資その他の資産合計 5,066,410 5,983,482

固定資産合計 28,609,373 30,504,500

資産合計 68,998,419 78,021,517
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,733,458 18,149,117

短期借入金 5,035,686 7,111,720

1年内返済予定の長期借入金 378,846 346,977

リース債務 113,653 91,479

未払法人税等 146,809 709,373

賞与引当金 504,898 241,188

役員賞与引当金 27,000 20,250

その他 2,172,110 2,862,637

流動負債合計 24,112,464 29,532,744

固定負債   

長期借入金 2,745,022 3,109,437

リース債務 143,173 97,437

繰延税金負債 1,435,902 1,702,808

退職給付引当金 2,381,089 2,479,830

資産除去債務 256,981 259,752

その他 109,116 85,720

固定負債合計 7,071,286 7,734,986

負債合計 31,183,751 37,267,731

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,514,018 8,514,018

資本剰余金 6,532,977 6,532,977

利益剰余金 20,355,455 21,611,268

自己株式 △1,970,712 △1,970,538

株主資本合計 33,431,739 34,687,726

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,269,382 1,617,419

為替換算調整勘定 △867,369 △226,341

その他の包括利益累計額合計 402,013 1,391,077

少数株主持分 3,980,915 4,674,982

純資産合計 37,814,668 40,753,786

負債純資産合計 68,998,419 78,021,517
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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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 54,782,580 63,599,653

売上原価 47,141,821 53,446,462

売上総利益 7,640,758 10,153,190

販売費及び一般管理費 6,025,264 7,227,762

営業利益 1,615,493 2,925,428

営業外収益   

受取利息 18,637 26,208

受取配当金 99,889 113,152

為替差益 61,493 67,073

その他 96,980 105,922

営業外収益合計 277,001 312,356

営業外費用   

支払利息 48,095 63,217

その他 18,703 23,989

営業外費用合計 66,798 87,207

経常利益 1,825,696 3,150,577

特別利益   

固定資産売却益 122,787 3,130

投資有価証券売却益 14,276 5

受取保険金 453,391 527,222

その他 1,591 －

特別利益合計 592,047 530,359

特別損失   

固定資産売却損 21,390 412

固定資産除却損 17,040 16,678

減損損失 27,191 －

投資有価証券評価損 28,161 －

ゴルフ会員権評価損 － 2,550

その他 12,500 －

特別損失合計 106,285 19,640

税金等調整前四半期純利益 2,311,459 3,661,296

法人税等 444,914 1,126,326

少数株主損益調整前四半期純利益 1,866,544 2,534,970

少数株主利益 458,570 735,520

四半期純利益 1,407,973 1,799,449
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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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,866,544 2,534,970

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 48,083 348,036

為替換算調整勘定 40,137 1,004,641

その他の包括利益合計 88,220 1,352,677

四半期包括利益 1,954,765 3,887,647

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,466,684 2,788,514

少数株主に係る四半期包括利益 488,080 1,099,133
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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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