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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 14,262 4.6 1,160 87.9 1,060 47.7 688 48.3
27年3月期第2四半期 13,638 8.0 617 22.4 717 22.8 464 31.6

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 702百万円 （92.8％） 27年3月期第2四半期 364百万円 （△70.1％）

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

28年3月期第2四半期 16.06 ―
27年3月期第2四半期 10.81 ―

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

28年3月期第2四半期 38,230 17,277 41.4 369.91
27年3月期 38,192 17,879 40.5 360.39
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 15,815百万円 27年3月期 15,471百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
28年3月期 ― 0.00
28年3月期（予想） ― 7.00 7.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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
親会社株主に帰属する

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 32,000 6.4 2,200 14.8 2,000 8.8 1,100 5.4 25.62



(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） 28年3月期2Q 45,106,764 株 27年3月期 45,106,764 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 2,350,546 株 27年3月期 2,175,741 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 42,882,426 株 27年3月期2Q 42,937,959 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、米国では引き続き堅調な景気が持続いたしましたが、中国

経済の減速が鮮明となり、東南アジア等の周辺諸国経済が伸び悩むなど、先行き不透明な状況となりました。

また、わが国経済は、政府の経済政策や円安の継続などを背景に企業業績、雇用情勢の改善が見られ、個人消

費が持ち直すなど、緩やかな回復基調を持続しました。

このような状況のもとで、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まいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、142億６千２百万円（前年同期比4.6％増）、営業利益は、

11億６千万円（前年同期比87.9％増）、経常利益は、10億６千万円（前年同期比47.7％増）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は、６億８千８百万円（前年同期比48.3％増）となりました。

なお、前連結会計年度まで連結子会社であった「株式会社北陸油研」は、第１四半期連結会計期間末日にお

いて、持分法適用の関連会社となっております。

（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３千８百万円増加し、382億３千万円とな

りました。主な増減は流動資産では、現金及び預金の減少１億８千５百万円、受取手形及び売掛金の減少４億

５千７百万円、棚卸資産の増加３億６千５百万円、固定資産では、有形固定資産の増加２億７千４百万円、投

資有価証券の減少１億２千万円等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて６億３千９百万円増加し、209億５千３百万円となりました。主な増

減は、流動負債では、短期借入金の増加９億３千２百万円、固定負債では、長期借入金の減少６千７百万円等

であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて６億１百万円減少し、172億７千７百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の増加３億８千８百万円、その他有価証券評価差額金の減少１億８千１百万円、為替換算調整

勘定の増加１億５千４百万円、非支配株主持分の減少９億４千５百万円等であります。自己資本比率は、前連

結会計年度末に比べ0.9ポイント増加し、41.4％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、財務活動によるキャッシュ・フロ

ーにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、48億７千６百万円（前連

結会計年度末比0.3％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、売上債権の増加２億１千２百

万円、たな卸資産の増加７億４千４百万円、増加要因としては、税金等調整前四半期純利益10億６千１百万円、

仕入債務の増加８億７千５百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは８億６千５

百万円の収入となり、前年同期に比べ２億４千６百万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、増加要因としては、投資有価証券の売却による収

入２億５千７百万円等であり、減少要因としては、有形固定資産の取得による支出７億６千６百万円等であり

ます。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは５億６千７百万円の支出となり、前年同期に比べ２億

２千１百万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、短期借入金純増額９億３千８百万円、長期借入金

の返済による支出３億１千４百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出３億５千１百

万円、配当金の支払いによる支出３億円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは３千

１百万円の支出となり、前年同期に比べ２億６千１百万円支出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30億８千万円と

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

今後の見通しにつきましては、海外では、中国経済の減速や米国の利上げによる世界経済への影響が不透明

な状況であり、また、国内においては、世界経済の下振れの影響が懸念されるなど、先行き予断を許さない情

勢にあります。

当社グループは、平成27年度を最終年度とする中期経営計画「３Ｇ（Group Global Growing)Ａｃｔｉｏｎ

２０１５」の下、アジア新興国への需要開拓、取引深耕に加え、欧米市場での販売強化に注力するとともに、

生産効率の向上、品質の強化、グループ子会社との連携による開発・生産分担の推進に取り組みながら、高収

益体質企業構築に全力で邁進してまいります。

連結業績予想につきましては、現時点では平成27年５月13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、業績予想の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、従来、当社と緊密な者が所有する議決権の判定により連

結子会社としておりました株式会社北陸油研は、第１四半期連結会計期間末日において、緊密な者の所有する

議決権割合が低下し、支配力が及ばなくなったため、連結子会社から持分法適用関連会社に異動しております。

（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

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会

計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の

四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主

持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期

連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない

子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区

分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式

の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

区分に記載しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）

及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の

期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,315,124 5,130,095

受取手形及び売掛金 11,796,816 11,339,701

有価証券 7,160 7,503

商品及び製品 3,972,108 4,427,840

仕掛品 906,682 1,074,040

原材料及び貯蔵品 3,436,411 3,179,065

その他 797,162 868,496

貸倒引当金 △194,017 △192,193

流動資産合計 26,037,449 25,834,550

固定資産

有形固定資産 7,374,800 7,649,658

無形固定資産 492,740 520,454

投資その他の資産

投資有価証券 2,845,179 2,724,900

その他 1,454,144 1,512,695

貸倒引当金 △11,583 △11,513

投資その他の資産合計 4,287,739 4,226,082

固定資産合計 12,155,281 12,396,195

資産合計 38,192,730 38,230,745

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,837,661 5,867,012

短期借入金 2,667,925 3,600,140

1年内返済予定の長期借入金 3,920,003 3,854,335

未払法人税等 401,824 172,223

賞与引当金 407,827 422,818

その他 1,575,905 1,580,678

流動負債合計 14,811,147 15,497,208

固定負債

長期借入金 1,450,524 1,382,634

退職給付に係る負債 3,638,631 3,689,493

環境対策引当金 6,970 6,970

資産除去債務 4,368 4,387

その他 402,014 372,599

固定負債合計 5,502,510 5,456,084

負債合計 20,313,657 20,953,293
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27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 3,881,201

利益剰余金 6,517,553 6,905,681

自己株式 △539,534 △583,604

株主資本合計 13,940,127 14,312,379

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 951,259 769,851

為替換算調整勘定 748,102 902,705

退職給付に係る調整累計額 △167,772 △169,129

その他の包括利益累計額合計 1,531,589 1,503,427

非支配株主持分 2,407,355 1,461,645

純資産合計 17,879,072 17,277,452

負債純資産合計 38,192,730 38,230,745
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 13,638,300 14,262,924

売上原価 10,156,237 10,182,271

売上総利益 3,482,063 4,080,652

販売費及び一般管理費 2,864,338 2,919,975

営業利益 617,724 1,160,676

営業外収益

受取利息 10,475 18,237

受取配当金 20,609 28,336

持分法による投資利益 - 7,442

為替差益 124,452 -

その他 63,233 58,325

営業外収益合計 218,770 112,341

営業外費用

支払利息 114,951 118,622

為替差損 - 57,822

その他 3,797 36,426

営業外費用合計 118,749 212,871

経常利益 717,745 1,060,146

特別利益

投資有価証券売却益 - 5,916

特別利益合計 - 5,916

特別損失

投資有価証券売却損 - 4,931

特別損失合計 - 4,931

税金等調整前四半期純利益 717,745 1,061,131

法人税等 201,209 316,422

四半期純利益 516,536 744,708

非支配株主に帰属する四半期純利益 52,201 56,063

親会社株主に帰属する四半期純利益 464,334 688,645

決算短信 （宝印刷）  2015年11月11日 15時39分 8ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

- 6 -

油研工業(6393)　平成28年３月期　第２四半期決算短信



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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 516,536 744,708

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 65,176 △181,408

為替換算調整勘定 △308,046 140,234

退職給付に係る調整額 90,462 △1,356

その他の包括利益合計 △152,407 △42,530

四半期包括利益 364,128 702,177

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 325,053 660,482

非支配株主に係る四半期包括利益 39,074 41,695
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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 717,745 1,061,131

減価償却費 520,009 552,694

のれん償却額 339 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,921 5,254

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,812 57,419

受取利息及び受取配当金 △31,085 △46,574

支払利息 114,951 118,622

為替差損益（△は益） 4,331 2,074

売上債権の増減額（△は増加） 650,874 △212,988

たな卸資産の増減額（△は増加） △155,339 △744,234

仕入債務の増減額（△は減少） △470,111 875,192

その他 109,672 △193,715

小計 1,459,280 1,474,877

利息及び配当金の受取額 55,941 46,740

利息の支払額 △114,015 △116,918

法人税等の支払額 △289,580 △539,153

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,111,625 865,547

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 △531,299 △766,387

投資有価証券の取得による支出 △29,003 △200,441

投資有価証券の売却による収入 2,722 257,126

貸付けによる支出 △2,376 △1,529

貸付金の回収による収入 1,557 1,249

その他 △230,168 142,821

投資活動によるキャッシュ・フロー △788,568 △567,160

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） 609,062 938,386

長期借入れによる収入 - 200,202

長期借入金の返済による支出 △412,390 △314,538

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

- △351,948

自己株式の取得による支出 △747 △44,069

配当金の支払額 △273,001 △300,240

非支配株主への配当金の支払額 △54,540 △97,066

その他 361,068 △62,555

財務活動によるキャッシュ・フロー 229,450 △31,830

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55,635 54,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 496,871 321,223

現金及び現金同等物の期首残高 4,060,937 4,861,113

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 109,150 -

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 - △305,907

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,666,960 4,876,428
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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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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 6,908,170 7,138,672 216,081 14,262,924 ― 14,262,924

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,952,676 721,215 ― 2,673,892 △2,673,892 ―

計 8,860,847 7,859,887 216,081 16,936,816 △2,673,892 14,262,924

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

539,969 518,152 △14,578 1,043,542 117,134 1,160,676

(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

当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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) 7,351,120 114,950 199,635 71,729 7,737,436

Ⅱ 連結売上高(千円) 14,262,924

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

51.5 0.8 1.4 0.5 54.2

　(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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