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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9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 ％

27年3月期第2四半期 13,638 8.0 617 22.4 717 22.8 464 31.6
26年3月期第2四半期 12,623 1.9 504 2.3 584 92.5 352 67.5

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 364百万円 （△70.1％） 26年3月期第2四半期 1,219百万円 （792.8％）

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

27年3月期第2四半期 10.81 ―
26年3月期第2四半期 8.22 ―

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

27年3月期第2四半期 36,284 15,975 38.1 322.06
26年3月期 35,875 16,016 38.6 322.37
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 13,827百万円 26年3月期 13,842百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
27年3月期 ― 0.00
27年3月期（予想） ― 6.00 6.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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  

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 31,000 10.5 1,800 22.8 1,600 10.3 900 4.5 20.96



(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 
詳細は、【添付資料】３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」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

詳細は、【添付資料】３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」をご覧下さい。 

(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おりません。 

※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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等は、【添付資料】３
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」をご覧下さい。 

※ 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 ： 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期2Q 45,106,764 株 26年3月期 45,106,764 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 2,170,765 株 26年3月期 2,167,706 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 42,937,959 株 26年3月期2Q 42,944,682 株
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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における世界経済は、米国では企業業績や失業率が改善するなど安定した回復基調

を続けているものの、アジアでは中国の経済成長が減速し、アセアンは総じて景気が足踏み状態となりました。

日本経済においては、消費増税に伴う駆け込み需要の反動などで個人消費に弱さが見られたものの、企業収益や

雇用情勢には改善傾向が認められ、全体としては、緩やかな景気回復基調を維持いたしました。

このような経済環境のもとで、当社グループは中期経営計画「３Ｇ（Group Global Growing)Ａｃｔｉｏｎ ２

０１５」を平成25年度よりスタートさせ、グループ全体最適の実現(Group)、海外拠点の強化と対象市場の拡大

(Global)、成長を支えるインフラや人財の強化(Growing)を推進の柱に、環境変化に影響されにくい高収益体質企

業への転換に取り組んでいます。

当第２四半期連結累計期間の実績といたしましては、売上高は、前年同四半期に比べ8.0％（10億１千４百万

円）増加し、136億３千８百万円となりました。営業利益は、前年同四半期に比べ22.4％（１億１千３百万円）増

加し、６億１千７百万円となり、経常利益は、前年同四半期に比べ22.8％（１億３千３百円）増加し、７億１千

７百万円となり、四半期純利益は、前年同四半期に比べ31.6％（１億１千１百万円）増加し、４億６千４百万円

となりました。

なお、第１四半期連結累計期間より、前連結会計年度まで非連結、持分法非適用の子会社であった「油研(仏

山)商貿有限公司」を連結子会社としております。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から４億８百万円増加し、362億８千４百万円と

なりました。主な増減は流動資産では、現金及び預金の増加５億５千３百万円、受取手形及び売掛金の減少４億

２千５百万円、棚卸資産の増加３億９千６百万円、固定資産では、有形固定資産の減少７千万円、無形固定資産

の増加１億９千３百万円、投資有価証券の減少２億４千８百万円等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億４千９百万円増加し、203億８百万円となりました。主な増減は、

支払手形及び買掛金の減少２億１千３百万円、短期借入金の増加５億８千１百万円、長期借入金の減少２億８千

９百万円等であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて４千万円減少し、159億７千５百万円となりました。主な増減は、利

益剰余金の増加１億２千５百万円、為替換算調整勘定の減少２億９千４百万円等であります。自己資本比率は、

前連結会計年度末に比べ0.5ポイント減少し、38.1％となりました。

（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、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少

したものの、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、46億６千６百万円（前連結会

計年度末比14.9％増）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、仕入債務の減少４億７千万円等

であり、増加要因としては、税金等調整前四半期純利益７億１千７百万円、売上債権の減少６億５千万円等であ

ります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは11億１千１百万円の収入となり、前年同四半期に比べ

７億６千５百万円収入が減少しております。

投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出５億３千１千万円等

であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは７億８千８百万円の支出となり、前年同四半期に

比べ３億８千７百万円支出が減少しております。

財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、長期借入金の返済による支出４

億１千２百万円、配当金の支払いよる支出２億７千３百万円等であり、増加要因としては、短期借入金純増額６

億９百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは２億２千９百万円の収入となり、前

年同四半期に比べ９億５千４百万円収入が増加しております。

当社は、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、コミットメント

の総額は40億円、当第２四半期連結会計期間末のコミットメントラインの借入未実行残高は27億６千万円となっ

ております。
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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

　今後の国内経済は、基調的には緩やかな拡大が期待されるものの、欧米の景気動向、アジア新興国経済の下振

れ懸念、為替レートの変動等、外部の不透明な要因もあり、予断を許さない状況にあります。

　このような状況の下で、当社グループといたしましては、アジア新興国への販売活動を積極的に展開するとと

もに、新たに欧米市場開拓のための体制を整備してまいります。あわせて、設備の増強、生産効率と品質の向上

等に取り組むことで、売上と利益の拡大に注力してまいります。

　業績予想につきましては、現時点では平成26年５月14日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

今後、修正の必要性が生じた場合には、速やかに開示してまいります。

　なお、業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる可能性があります。

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

当四半期連結累計期間において、特定子会社の異動はありません。

なお、特定子会社の異動には該当いたしませんが、前連結会計年度において非連結子会社であった「油研(仏

山)商貿有限公司」は重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より連結子会社としております。

（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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を退職給付の支払見

込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２

四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が174,409千円増加し、利益剰余金が

112,319千円減少しております。また、当第２四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

期純利益はそれぞれ8,668千円増加しております。

決算短信 （宝印刷）  2014年11月10日 18時34分 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）

- 3 -

油研工業(6393)　平成27年３月期　第２四半期決算短信



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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,567,373 5,121,314

受取手形及び売掛金 11,609,836 11,184,481

有価証券 6,786 6,788

商品及び製品 3,212,971 3,852,969

仕掛品 1,062,637 889,281

原材料及び貯蔵品 3,049,362 2,979,322

その他 680,723 677,747

貸倒引当金 △157,507 △177,416

流動資産合計 24,032,185 24,534,489

固定資産

有形固定資産 6,986,677 6,915,969

無形固定資産

のれん 678 339

その他 294,701 488,547

無形固定資産合計 295,380 488,886

投資その他の資産

投資有価証券 3,068,347 2,820,309

その他 1,529,036 1,536,262

貸倒引当金 △36,041 △11,513

投資その他の資産合計 4,561,342 4,345,058

固定資産合計 11,843,400 11,749,914

資産合計 35,875,585 36,284,403

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,868,118 5,654,480

短期借入金 2,705,308 3,286,585

1年内返済予定の長期借入金 698,310 569,580

未払法人税等 284,156 218,825

引当金 359,674 335,364

その他 1,338,764 1,459,729

流動負債合計 11,254,331 11,524,565

固定負債

長期借入金 5,318,762 5,029,525

退職給付に係る負債 3,209,051 3,386,735

環境対策引当金 6,970 6,970

資産除去債務 4,331 4,350

その他 65,505 356,430

固定負債合計 8,604,622 8,784,012

負債合計 19,858,954 20,308,577
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,109,101 4,109,101

資本剰余金 3,853,007 3,853,007

利益剰余金 5,812,499 5,938,368

自己株式 △537,568 △538,315

株主資本合計 13,237,039 13,362,161

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 721,127 786,304

為替換算調整勘定 69,707 △225,212

退職給付に係る調整累計額 △185,821 △95,359

その他の包括利益累計額合計 605,013 465,732

少数株主持分 2,174,577 2,147,931

純資産合計 16,016,631 15,975,826

負債純資産合計 35,875,585 36,284,403

決算短信 （宝印刷）  2014年11月10日 18時34分 5ページ （Tess 1.40 20131220_01）

- 5 -

油研工業(6393)　平成27年３月期　第２四半期決算短信



（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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 12,623,875 13,638,300

売上原価 9,576,638 10,156,237

売上総利益 3,047,236 3,482,063

販売費及び一般管理費 2,542,638 2,864,338

営業利益 504,598 617,724

営業外収益

受取利息 8,451 10,475

受取配当金 18,343 20,609

為替差益 127,960 124,452

その他 53,886 63,233

営業外収益合計 208,642 218,770

営業外費用

支払利息 116,017 114,951

その他 12,949 3,797

営業外費用合計 128,967 118,749

経常利益 584,273 717,745

特別利益

投資有価証券売却益 10,376 -

特別利益合計 10,376 -

特別損失

固定資産売却損 3,372 -

特別損失合計 3,372 -

税金等調整前四半期純利益 591,277 717,745

法人税等 183,365 201,209

少数株主損益調整前四半期純利益 407,911 516,536

少数株主利益 55,086 52,201

四半期純利益 352,825 464,334
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 407,911 516,536

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 184,661 65,176

為替換算調整勘定 627,270 △308,046

退職給付に係る調整額 - 90,462

その他の包括利益合計 811,932 △152,407

四半期包括利益 1,219,844 364,128

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,128,410 325,053

少数株主に係る四半期包括利益 91,433 39,074
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 591,277 717,745

減価償却費 404,373 520,009

のれん償却額 339 339

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,070 △3,921

退職給付引当金の増減額（△は減少） 205,621 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 1,812

受取利息及び受取配当金 △26,795 △31,085

支払利息 116,017 114,951

為替差損益（△は益） △9,734 4,331

売上債権の増減額（△は増加） 717,752 650,874

たな卸資産の増減額（△は増加） 274,242 △155,339

仕入債務の増減額（△は減少） 70,113 △470,111

その他 △235,468 109,672

小計 2,092,668 1,459,280

利息及び配当金の受取額 26,367 55,941

利息の支払額 △117,155 △114,015

法人税等の支払額 △178,778 △289,580

法人税等の還付額 53,892 -

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,876,994 1,111,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △490,871 △531,299

有形固定資産の売却による収入 1,388 -

投資有価証券の取得による支出 △809,262 △29,003

投資有価証券の売却による収入 212,476 2,722

貸付けによる支出 △2,208 △2,376

貸付金の回収による収入 2,698 1,557

その他 △90,156 △230,168

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,175,935 △788,568

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） △34,870 609,062

長期借入れによる収入 260,000 -

長期借入金の返済による支出 △677,335 △412,390

自己株式の取得による支出 △874 △747

配当金の支払額 △212,203 △273,001

少数株主への配当金の支払額 △45,127 △54,540

その他 △14,178 361,068

財務活動によるキャッシュ・フロー △724,589 229,450

現金及び現金同等物に係る換算差額 120,043 △55,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96,513 496,871

現金及び現金同等物の期首残高 4,275,369 4,060,937

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 149,725 109,150

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,521,608 4,666,960
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（４）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）

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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

　セグメント情報

Ⅰ 前第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)

１．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：千円)

報告セグメント 調整額
(注1)

連結財務
諸表計上額
(注２)日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高

外部顧客への売上高 6,369,666 6,030,233 223,974 12,623,875 ― 12,623,875

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,604,626 443,388 ― 2,048,015 △2,048,015 ―

計 7,974,293 6,473,622 223,974 14,671,890 △2,048,015 12,623,875

セグメント利益 85,006 312,246 7,857 405,110 99,487 504,598

(注) １ 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

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おこなっております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

１．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：千円)

報告セグメント 調整額
(注1)

連結財務
諸表計上額
(注２)日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高

外部顧客への売上高 6,816,261 6,571,383 250,656 13,638,300 ― 13,638,300

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,867,247 445,420 ― 2,312,668 △2,312,668 ―

計 8,683,508 7,016,804 250,656 15,950,969 △2,312,668 13,638,300

セグメント利益 46,555 446,737 1,945 495,238 122,486 617,724

(注) １ 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

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おこなっております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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４．補足情報

海外売上高

前第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)

　

アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,184,049 161,716 212,030 83,298 6,641,093

Ⅱ 連結売上高(千円) 12,623,875

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

49.0 1.3 1.7 0.6 52.6

(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、台湾、インド、韓国、タイ

(2) 北米……アメリカ

(3) ヨーロッパ……イギリス

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

　

アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,758,587 206,658 241,254 78,869 7,285,370

Ⅱ 連結売上高(千円) 13,638,300

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

49.5 1.5 1.8 0.6 53.4

　(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、台湾、インド、韓国、タイ

(2) 北米……アメリカ

(3) ヨーロッパ……イギリス
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