
 

 

平成 28 年 12 月 12 日 

各 位 

会社名 日本カーバイド工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 松尾 時雄 

（コード番号 4064 東証第１部） 

問合せ先 経理部長 角田 尚久 

（TEL 03-5462-8212） 

 

（訂正）「平成 26 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 

当社は、平成 25 年 11 月８日に開示いたしました「平成 26 年３月期 第２四半期決算短信

〔日本基準〕（連結）」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1．訂正の経緯及び理由 

訂正内容及び理由につきましては、本日公表の「決算短信等の訂正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

 

2．訂正個所 

訂正個所が多数に及ぶため、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所には

下線を付して表示しております。 

 

以 上 



（訂正後） 
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    平成25年11月8日 

上場会社名 日本カーバイド工業株式会社 上場取引所   東 

コード番号 4064 ＵＲＬ  http://www.carbide.co.jp/ 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）平田 泰稔 

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名）角田  尚久 ＴＥＬ  03-5462-8212 

四半期報告書提出予定日 平成25年11月13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．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 26,181 10.0 384 36.9 553 171.1 290 ― 

25年３月期第２四半期 23,801 △3.2 280 △78.7 204 △80.9 △6 ―  
（注）包括利益 26年３月期第２四半期 1,975 百万円 (－％)  25年３月期第２四半期 △12 百万円 (－％) 

 

 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 3.54 ― 

25年３月期第２四半期 △0.07 ― 

 

（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 64,055 20,222 30.2 

25年３月期 59,823 18,430 29.5  
（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 19,316 百万円  25年３月期 17,662 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 ― 0.00 ― 2.00 2.00 

26年３月期 ― 0.00    

26年３月期（予想）   ― 2.00 2.00 

（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） 

 （％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 54,000 6.7 1,700 96.2 1,800 100.3 900 825.6 10.99 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 



※  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 

新規     ― 社  （社名）                        、除外     ― 社  （社名） 

 

（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、５ページ「(1)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                       ： 無 

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

④  修正再表示                                   ： 無 

 

（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 81,940,298 株 25年３月期 81,940,298 株 

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 57,334 株 25年３月期 55,669 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 81,886,678 株 25年３月期２Ｑ 81,886,070 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、四半期財務諸表に対する四半期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 

１.平成25年５月14日公表の通期連結業績予想を修正しております。 

２.本資料に記載し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。なお、上記予想に関する事項

は、５ページ「（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における世界経済は、米国では緩やかな回復が続いているものの、欧

州諸国では債務問題の影響もあり低迷が続き、また、中国を中心としたアジア新興国における成長

鈍化などにより、依然として不透明な状況で推移しました。一方、わが国においては、景気回復政

策を背景に引き続き円安傾向で推移したことに加え、個人消費に持ち直しの動きが見られるなど、

緩やかな回復基調をたどりました。 

当社グループを取り巻く環境は、化学業界や電子部品業界においては、デジタル家電市場の低迷

が長期化しているものの、輸出環境の改善などにより、全般的に堅調な状況で推移しました。また、

建設・建材関連業界においては、住宅着工戸数の増加などもあり順調に推移しました。 

  このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は 261 億 8

千 1百万円と前年同期比 23 億 8 千万円（10.0％増）の増収、営業利益は 3億 8千 4百万円と前年同

期比 1 億 3 百万円（36.9％増）の増益、経常利益は 5 億 5 千 3 百万円と前年同期比 3 億 4 千 9 百万

円（171.1％増）の増益、四半期純利益は 2 億 9千万円（前年同期は 6 百万円の損失）となりました。 

なお、第１四半期連結累計期間より、NIPPON CARBIDE INDIA PVT.LTD.を連結の範囲に含めており

ます。 

 

  セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

  なお、第１四半期連結会計期間より、従来の「化成品関連製品」「フィルム・シート製品」「電子

材料製品」「建材関連」及び「エンジニアリング」の５区分から、「機能製品」「電子・光学製品」「建

材関連」及び「エンジニアリング」の４区分に変更しております。 

この変更に伴い、以下の前年同期比較については、変更後のセグメントにより前年同期を組替え

たうえで比較しております。 

 

 （機能製品） 

  当セグメントの主な取扱製品は、ファインケミカル製品、メラミン樹脂、接着製品、マーキング

フィルム、ステッカー、包装用フィルムなどであります。 

  このうち、ファインケミカル製品は電子材料向けなどが低迷し、前年同期比減収となりました。

メラミン樹脂製品は国内向けが低調に推移し、前年同期比減収となりました。接着製品は光学関連

分野並びに建築向けが堅調に推移し、前年同期比増収となりました。マーキングフィルムは国内向

けは堅調に推移しましたが、海外向けが低迷し、前年同期並となりました。ステッカーは東南アジ

ア地域での販売が伸長し、前年同期比増収となりました。包装用フィルムは中国での販売が順調に

推移し、前年同期比増収となりました。 

  以上により、当セグメントの売上高は 125億 9百万円と前年同期比 5億 6千 5 百万円（4.7％増）

の増収となったものの、原材料価格の上昇などにより、セグメント利益は 10億 6 千 1 百万円と前年

同期比 1 億 7千 8百万円（14.4％減）の減益となりました。 
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（電子・光学製品） 

  当セグメントの主な取扱製品は、再帰反射シート、セラミック基板、厚膜印刷製品、プリント配

線板などであります。 

  このうち、再帰反射シートは欧州向けは低調でしたが、円安の影響もあり、前年同期比増収とな

りました。セラミック基板はデジタル家電向けが低調に推移しましたが、スマートフォン向けが堅

調に推移し、前年同期並となりました。プリント配線板はアミューズ関連は好調に推移しましたが、

情報関連向けが低迷し、前年同期比減収となりました。 

  以上により、当セグメントの売上高は 69 億 6千 3 百万円と前年同期比 7億 9 千 4 百万円（12.9％

増）の増収となったものの、セグメント損失は、セラミック基板の減産の影響などもあり、4 億 7

千 5百万円（前年同期は 7億 6千 6 百万円の損失）となりました。 

 

（建材関連） 

  当セグメントの主な取扱製品は、住宅用アルミ建材などであります。 

主力の手摺、笠木等の販売が順調に推移し、売上高は 47 億 8 千 7 百万円と前年同期比 3億 8 千 5

百万円（8.7％増）の増収となったものの、原材料価格の上昇などにより、セグメント利益は 7 千 1

百万円と前年同期比 1 千 5百万円（17.4％減）の減益となりました。 

 

（エンジニアリング） 

  当セグメントの主な事業内容は、産業プラントの設計・施工などであります。 

国内向け工事案件の完工が減少したことなどにより、売上高は 22 億 7 千 9 百万円と前年同期比 8

億 2千 1 百万円（26.5％減）の減収、セグメント利益は 2千万円と前年同期比 7百万円（27.2％減）

の減益となりました。 
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(2) 財政状態に関する説明 

  （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における総資産は、前期末比 42億 3 千 2百万円増加し、640億 5

千 5百万円となりました。 

このうち、流動資産は、売上債権や棚卸資産の増加などにより、前期末比 32 億 1 千 6 百万円

増加し、307億 9千 4 百万円となりました。固定資産は、土地の減損による減少はあったものの、

設備投資や投資有価証券の取得などにより、前期末比 10 億 1 千 6 百万円増加し、332 億 6 千 1

百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前期末比 24 億 4 千万円増加し、438 億 3 千 3

百万円となりました。 

このうち、流動負債は、短期借入金が増加したことなどにより、前期末比 18 億 6 千 7 百万円

増加し、292億 1千 5 百万円となりました。固定負債は、長期借入金を調達したことなどにより、

前期末比 5億 7 千 2百万円増加し、146億 1千 7百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純利益の計上に加え、円安に伴う為替換算調

整勘定の増加などにより、前期末比 17 億 9 千 2 百万円増加し、202 億 2 千 2 百万円となりまし

た。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 29.5％から 0.7 ポイント改善し、30.2％と

なりました。 

 

  （キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加な

ど運転収支の悪化により、12 億 5 百万円の支出（前年同期は 8 千 6 百万円の収入）となりまし

た。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や投資有価証券等の取得などにより、

13億 5千 8百万円の支出（前年同期は 18億 4 千 6百万円の支出）となりました。財務活動によ

るキャッシュ・フローは、長短借入金の増加などにより、25 億 3 千 2 百万円の収入（前年同期

は 16 億 9千 5百万円の収入）となりました。この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、

前期末比 2億 8 千 4百万円増加して 41 億 9千 7百万円となりました。 
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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 

  当社グループの今後の見通しにつきましては、輸出環境は引き続き改善傾向にあるものの、デジ

タル家電市場の回復になお時間を要することが見込まれるほか、中国を中心とした新興国の景気減

速や原材料価格の更なる上昇が懸念されます。 

このような状況を踏まえ、平成 25 年５月 14 日に公表いたしました通期の連結業績予想を以下の

とおり修正いたします。 

 

平成26年3月期 通期連結業績予想数値(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) 

  （単位：百万円） 

 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 

前回発表予想(Ａ) 
（平成25年5月14日発表） 

54,000 2,300 2,100 1,000 12円21銭 

今回修正予想(Ｂ) 54,000 1,700 1,800 900 10円99銭 

増減額(Ｂ－Ａ) 0 △600 △300 △100 ― 

増減率(％) 0.0 △26.1 △14.3 △10.0 ― 

前期(平成25年3月期)実績 50,620 866 898 97 1円19銭 

 

 

2. サマリー情報（その他）に関する情報 

(1) 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 

 一部の連結子会社については、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しておりま

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：百万円）

    

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 4,872 5,240 

  受取手形及び売掛金 13,542 15,992 

  商品及び製品 4,954 5,283 

  仕掛品 1,533 1,425 

  原材料及び貯蔵品 1,781 1,987 

  その他 989 968 

  貸倒引当金 △94 △104 

  流動資産合計 27,577 30,794 

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械装置及び運搬具（純額） 6,400 6,990 

   土地 14,063 13,700 

   その他（純額） 6,610 7,431 

   有形固定資産合計 27,074 28,122 

  無形固定資産 403 515 

  投資その他の資産   

   その他 4,941 4,856 

   貸倒引当金 △173 △233 

   投資その他の資産合計 4,767 4,623 

  固定資産合計 32,245 33,261 

 資産合計 59,823 64,055 
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（単位：百万円）

   

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 9,862 9,729 

  短期借入金 14,019 16,017 

  未払法人税等 292 160 

  賞与引当金 504 512 

  その他 2,668 2,796 

  流動負債合計 27,348 29,215 

 固定負債   

  長期借入金 6,830 7,752 

  退職給付引当金 2,904 2,819 

  役員退職慰労引当金 192 99 

  再評価に係る繰延税金負債 3,885 3,745 

  その他 232 201 

  固定負債合計 14,045 14,617 

 負債合計 41,393 43,833 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 7,034 7,034 

  資本剰余金 2,404 2,404 

  利益剰余金 2,616 2,987 

  自己株式 △9 △10 

  株主資本合計 12,045 12,415 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △90 54 

  繰延ヘッジ損益 △46 △9 

  土地再評価差額金 6,938 6,683 

  為替換算調整勘定 △1,184 172 

  その他の包括利益累計額合計 5,617 6,900 

 少数株主持分 767 905 

 純資産合計 18,430 20,222 

負債純資産合計 59,823 64,055 
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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 23,801 26,181 

売上原価 18,372 20,292 

売上総利益 5,428 5,889 

販売費及び一般管理費   5,148   5,505 

営業利益 280 384 

営業外収益   

 受取利息 20 24 

 受取配当金 40 58 

 為替差益 － 133 

 その他 112 160 

 営業外収益合計 172 377 

営業外費用   

 支払利息 128 129 

 為替差損 58 － 

 その他 62 78 

 営業外費用合計 249 208 

経常利益 204 553 

特別利益   

 固定資産売却益 － 21 

 特別利益合計 － 21 

特別損失   

 固定資産除却損 － 29 

 投資有価証券等評価損 41 － 

 減損損失 1 457 

 特別退職金 － 169 

 特別損失合計 43 657 

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（△） 

160 △81 

法人税、住民税及び事業税 306 225 

法人税等調整額 △230 △691 

法人税等合計 76 △466 

少数株主損益調整前四半期純利益 84 384 

少数株主利益 90 94 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6 290 
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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 84 384 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △247 148 

 繰延ヘッジ損益 1 36 

 為替換算調整勘定 148 1,405 

 その他の包括利益合計 △96 1,591 

四半期包括利益 △12 1,975 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △106 1,811 

 少数株主に係る四半期包括利益 94 164 

 

日本カーバイド工業㈱（4064）平成26年３月期第2四半期決算短信

― 9 ―



（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又は税金等調整前四半

期純損失（△） 

160 △81 

 減価償却費 1,173 1,252 

 減損損失 1 457 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 108 △100 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25 △93 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 37 5 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 59 

 受取利息及び受取配当金 △60 △83 

 支払利息 128 129 

 特別退職金 － 169 

 固定資産除却損 － 29 

 固定資産売却損益（△は益） － △21 

 投資有価証券等評価損益（△は益） 41 － 

 売上債権の増減額（△は増加） △1,146 △2,071 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 362 88 

 仕入債務の増減額（△は減少） △272 △481 

 その他 △61 113 

 小計 448 △627 

 利息及び配当金の受取額 75 94 

 利息の支払額 △131 △136 

 特別退職金の支払額 － △169 

 法人税等の支払額 △306 △366 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 86 △1,205 

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 △1,109 △1,643 

 有形固定資産の売却による収入 3 227 

 投資有価証券等の取得による支出 △422 △7 

 投資有価証券等の売却による収入 17 2 

 貸付けによる支出 △2 △5 

 貸付金の回収による収入 258 5 

 その他 △591 63 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,846 △1,358 
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（単位：百万円）

  

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） △196 1,656 

 長期借入れによる収入 3,800 3,000 

 長期借入金の返済による支出 △1,430 △1,873 

 社債の償還による支出 △200 － 

 配当金の支払額 △163 △163 

 その他 △113 △86 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,695 2,532 

現金及び現金同等物に係る換算差額 21 219 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42 187 

現金及び現金同等物の期首残高 4,377 3,912 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 96 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,334 4,197 
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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。 

 

(セグメント情報等） 

  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 

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) 

 

 

報告セグメント 

調整額 

(百万円) 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(百万円) 

機能製品 

(百万円) 

電子・光学 

製品 

(百万円) 

建材関連 

(百万円) 

エンジニア 

リング 

(百万円) 

合計 

(百万円) 

売上高        

 外部顧客への売上高 11,871 6,167 4,399 1,489 23,926 △125 23,801 

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 

73 3 3 1,612 1,691 △1,691 ― 

計 11,944 6,170 4,402 3,101 25,617 △1,816 23,801 

セグメント利益又は 

損失(△) 

1,240 △766 86 28 587 △382 204 

(注) １ 外部顧客への売上高の調整額には、決算日の異なる連結会社間取引の調整額及び請負工事に係る収益

計上のうち工事進行基準に基づく売上高が含まれております。 

２ セグメント利益の調整額には、棚卸資産に係る未実現損益及び各セグメントに配分していない一般管

理費が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

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) 

 

 

報告セグメント 

調整額 

(百万円) 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(百万円) 

機能製品 

(百万円) 

電子・光学 

製品 

(百万円) 

建材関連 

(百万円) 

エンジニア 

リング 

(百万円) 

合計 

(百万円) 

売上高        

 外部顧客への売上高 12,484 6,961 4,785 1,708 25,939 242 26,181 

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 

24 2 2 572 600 △600 ― 

計 12,509 6,963 4,787 2,279 26,539 △357 26,181 

セグメント利益又は 

損失(△) 

1,061 △475 71 20 679 △125 553 

(注) １ 外部顧客への売上高の調整額には、決算日の異なる連結会社間取引の調整額及び請負工事に係る収益

計上のうち工事進行基準に基づく売上高が含まれております。 

２ セグメント利益の調整額には、棚卸資産に係る未実現損益及び各セグメントに配分していない一般管

理費が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 
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  ２ 報告セグメントの変更等に関する事項 

当社は、事業・開発体制を一層強化し、連携・シナジー効果の促進、更には経営効率の向上と戦 

略機能の強化を図るため、平成25年４月１日付で組織変更しております。 

この組織変更に伴い、第１四半期連結会計期間より、従来の「化成品関連製品」「フィルム・ 

シート製品」「電子材料製品」「建材関連」及び「エンジニアリング」の５区分から、「機能製 

品」「電子・光学製品」「建材関連」及び「エンジニアリング」の４区分に報告セグメントを変更 

しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントに基づき作成し 

ております。 

 

(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。 

日本カーバイド工業㈱（4064）平成26年３月期第2四半期決算短信

― 13 ―



（訂正前） 

 

  

平成26年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

    平成25年11月8日 

上場会社名 日本カーバイド工業株式会社 上場取引所   東 

コード番号 4064 ＵＲＬ  http://www.carbide.co.jp/ 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）平田 泰稔 

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名）角田  尚久 ＴＥＬ  03-5462-8212 

四半期報告書提出予定日 平成25年11月13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．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 26,361 10.5 542 22.3 715 95.0 453 212.6 

25年３月期第２四半期 23,862 △3.4 443 △69.2 366 △69.2 145 △76.2  
（注）包括利益 26年３月期第２四半期 2,256 百万円 (－％)  25年３月期第２四半期 138 百万円 (△79.8％) 

 

 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 

26年３月期第２四半期 5.54 ― 

25年３月期第２四半期 1.77 ― 

 

（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 64,820 21,066 31.1 

25年３月期 60,285 19,001 30.2  
（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 20,161 百万円  25年３月期 18,233 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 ― 0.00 ― 2.00 2.00 

26年３月期 ― 0.00    

26年３月期（予想）   ― 2.00 2.00 

（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） 

 （％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 54,000 6.3 1,700 57.3 1,800 61.7 900 93.1 10.99 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 



※  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 

新規     ― 社  （社名）                        、除外     ― 社  （社名） 

 

（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、５ページ「(1)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                       ： 無 

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

④  修正再表示                                   ： 無 

 

（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 81,940,298 株 25年３月期 81,940,298 株 

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 57,334 株 25年３月期 55,669 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 81,886,678 株 25年３月期２Ｑ 81,886,070 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、四半期財務諸表に対する四半期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 

１.平成25年５月14日公表の通期連結業績予想を修正しております。 

２.本資料に記載し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。なお、上記予想に関する事項

は、５ページ「（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。 

 



○添付資料の目次 

 

1. 当四半期決算に関する定性的情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 2 

 (1) 経営成績に関する説明 ･････････････････････････････････････････････････････････ 2 

 (2) 財政状態に関する説明 ･････････････････････････････････････････････････････････ 4 

 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明････････････････････････････････････ 5 

 

2. サマリー情報（その他）に関する情報 ･･････････････････････････････････････････････ 5 

 (1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ･･･････････････････････････････ 5 

 

3. 四半期連結財務諸表 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 6 

 (1) 四半期連結貸借対照表 ･････････････････････････････････････････････････････････ 6 

(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 ･････････････････････････････ 8 

 四半期連結損益計算書 ･････････････････････････････････････････････････････････ 8 

 四半期連結包括利益計算書 ･････････････････････････････････････････････････････ 9 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ･･････････････････････････････････････････ 10 

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項･･･････････････････････････････････････････ 12 

(継続企業の前提に関する注記）････････････････････････････････････････････････ 12 

(セグメント情報等）･･････････････････････････････････････････････････････････ 12 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ･･････････････････････････････ 13 

 

 

日本カーバイド工業㈱（4064）平成26年３月期第2四半期決算短信

― 1 ―



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、米国では緩やかな回復が続いているものの、欧

州諸国では債務問題の影響もあり低迷が続き、また、中国を中心としたアジア新興国における成長

鈍化などにより、依然として不透明な状況で推移しました。一方、わが国においては、景気回復政

策を背景に引き続き円安傾向で推移したことに加え、個人消費に持ち直しの動きが見られるなど、

緩やかな回復基調をたどりました。 

当社グループを取り巻く環境は、化学業界や電子部品業界においては、デジタル家電市場の低迷

が長期化しているものの、輸出環境の改善などにより、全般的に堅調な状況で推移しました。また、

建設・建材関連業界においては、住宅着工戸数の増加などもあり順調に推移しました。 

  このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は 263 億 6

千 1百万円と前年同期比 24 億 9千 8百万円（10.5％増）の増収、営業利益は 5億 4千 2百万円と前

年同期比 9 千 8 百万円（22.3％増）の増益、経常利益は 7 億 1 千 5 百万円と前年同期比 3 億 4 千 8

百万円（95.0％増）の増益、四半期純利益は 4億 5千 3百万円と前年同期比 3億 8百万円（212.6％

増）の増益となりました。 

 

  セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

  なお、第１四半期連結会計期間より、従来の「化成品関連製品」「フィルム・シート製品」「電子

材料製品」「建材関連」及び「エンジニアリング」の５区分から、「機能製品」「電子・光学製品」「建

材関連」及び「エンジニアリング」の４区分に変更しております。 

この変更に伴い、以下の前年同期比較については、変更後のセグメントにより前年同期を組替え

たうえで比較しております。 

 

 （機能製品） 

  当セグメントの主な取扱製品は、ファインケミカル製品、メラミン樹脂、接着製品、マーキング

フィルム、ステッカー、包装用フィルムなどであります。 

  このうち、ファインケミカル製品は電子材料向けなどが低迷し、前年同期比減収となりました。

メラミン樹脂製品は国内向けが低調に推移し、前年同期比減収となりました。接着製品は光学関連

分野並びに建築向けが堅調に推移し、前年同期比増収となりました。マーキングフィルムは国内向

けは堅調に推移しましたが、海外向けが低迷し、前年同期並となりました。ステッカーは東南アジ

ア地域での販売が伸長し、前年同期比増収となりました。包装用フィルムは中国での販売が順調に

推移し、前年同期比増収となりました。 

  以上により、当セグメントの売上高は 125 億 9 百万円と前年同期比 5億 6千 5百万円（4.7％増）

の増収となったものの、原材料価格の上昇などにより、セグメント利益は 11億 3 百万円と前年同期

比 1億 3千 7百万円（11.0％減）の減益となりました。 
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（電子・光学製品） 

  当セグメントの主な取扱製品は、再帰反射シート、セラミック基板、厚膜印刷製品、プリント配

線板などであります。 

  このうち、再帰反射シートは欧州向けは低調でしたが、円安の影響もあり、前年同期比増収とな

りました。セラミック基板はデジタル家電向けが低調に推移しましたが、スマートフォン向けが堅

調に推移し、前年同期並となりました。プリント配線板はアミューズ関連は好調に推移しましたが、

情報関連向けが低迷し、前年同期比減収となりました。 

  以上により、当セグメントの売上高は 69 億 6千 3百万円と前年同期比 7億 9千 4百万円（12.9％

増）の増収となったものの、セグメント損失は、セラミック基板の減産の影響などもあり、4 億 7

千 5百万円（前年同期は 7億 6千 6百万円の損失）となりました。 

 

（建材関連） 

  当セグメントの主な取扱製品は、住宅用アルミ建材などであります。 

主力の手摺、笠木等の販売が順調に推移し、売上高は 47 億 8千 7百万円と前年同期比 3億 8千 5

百万円（8.7％増）の増収となったものの、原材料価格の上昇などにより、セグメント利益は 7 千 1

百万円と前年同期比 1千 5百万円（17.4％減）の減益となりました。 

 

（エンジニアリング） 

  当セグメントの主な事業内容は、産業プラントの設計・施工などであります。 

国内向け工事案件の完工が減少したことなどにより、売上高は 23 億 3 百万円と前年同期比 8億 6

百万円（25.9％減）の減収、セグメント利益は 2千 9百万円と前年同期比 1億 4千 6百万円（83.4％

減）の減益となりました。 
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(2) 財政状態に関する説明 

  （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における総資産は、前期末比 45 億 3千 4百万円増加し、648 億 2

千万円となりました。 

このうち、流動資産は、売上債権や棚卸資産の増加などにより、前期末比 33 億 5 千 4 百万円

増加し、312 億 1 千 6百万円となりました。固定資産は、土地の減損による減少はあったものの、

設備投資や投資有価証券の取得などにより、前期末比 11 億 8 千万円増加し、336 億 3 百万円と

なりました。 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前期末比 24 億 6 千 9 百万円増加し、437 億 5

千 3百万円となりました。 

このうち、流動負債は、短期借入金が増加したことなどにより、前期末比 19 億 1 千 6 百万円

増加し、291 億 5 千 5百万円となりました。固定負債は、長期借入金を調達したことなどにより、

前期末比 5億 5千 2百万円増加し、145 億 9 千 8百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純利益の計上に加え、円安に伴う為替換算調

整勘定の増加などにより、前期末比 20 億 6 千 5 百万円増加し、210 億 6 千 6 百万円となりまし

た。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 30.2％から 0.9 ポイント改善し、31.1％と

なりました。 

 

  （キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加な

ど運転収支の悪化により、10 億 5 千 6 百万円の支出（前年同期は 1 億 7 百万円の収入）となり

ました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や投資有価証券等の取得などによ

り、14 億 6千 8百万円の支出（前年同期は 18 億 6千 7百万円の支出）となりました。財務活動

によるキャッシュ・フローは、長短借入金の増加などにより、25 億 3 千 2 百万円の収入（前年

同期は 16 億 9 千 5 百万円の収入）となりました。この結果、現金及び現金同等物の四半期末残

高は、前期末比 2億 3千 5百万円増加して 41 億 4千 8百万円となりました。 
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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 

  当社グループの今後の見通しにつきましては、輸出環境は引き続き改善傾向にあるものの、デジ

タル家電市場の回復になお時間を要することが見込まれるほか、中国を中心とした新興国の景気減

速や原材料価格の更なる上昇が懸念されます。 

このような状況を踏まえ、平成 25 年５月 14 日に公表いたしました通期の連結業績予想を以下の

とおり修正いたします。 

 
平成26年3月期 通期連結業績予想数値(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) 

  （単位：百万円） 

 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

前回発表予想(Ａ) 
（平成25年5月14日発表） 

54,000 2,300 2,100 1,000 12円21銭

今回修正予想(Ｂ) 54,000 1,700 1,800 900 10円99銭

増減額(Ｂ－Ａ) 0 △600 △300 △100 ―

増減率(％) 0.0 △26.1 △14.3 △10.0 ―

前期(平成25年3月期)実績 50,779 1,080 1,113 466 5円69銭

 
 

2. サマリー情報（その他）に関する情報 

(1) 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 

 一部の連結子会社については、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しておりま

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：百万円）

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 4,872 5,191

受取手形及び売掛金 13,706 16,342

商品及び製品 4,955 5,300

仕掛品 1,611 1,478

原材料及び貯蔵品 1,823 2,011

その他 989 997

貸倒引当金 △94 △104

流動資産合計 27,862 31,216

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 6,451 6,932

土地 14,063 13,518

その他（純額） 6,625 6,914

有形固定資産合計 27,139 27,365

無形固定資産 403 515

投資その他の資産   

その他 5,053 5,956

貸倒引当金 △173 △233

投資その他の資産合計 4,879 5,723

固定資産合計 32,423 33,603

資産合計 60,285 64,820
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（単位：百万円）

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 9,862 9,732

短期借入金 14,019 16,017

未払法人税等 276 144

賞与引当金 504 512

その他 2,575 2,748

流動負債合計 27,239 29,155

固定負債   

長期借入金 6,830 7,752

退職給付引当金 2,904 2,819

役員退職慰労引当金 192 99

再評価に係る繰延税金負債 3,885 3,745

その他 232 182

固定負債合計 14,045 14,598

負債合計 41,284 43,753

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,034 7,034

資本剰余金 2,404 2,404

利益剰余金 3,187 3,732

自己株式 △9 △10

株主資本合計 12,616 13,160

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △90 54

繰延ヘッジ損益 △46 △9

土地再評価差額金 6,938 6,683

為替換算調整勘定 △1,184 272

その他の包括利益累計額合計 5,617 7,000

少数株主持分 767 905

純資産合計 19,001 21,066

負債純資産合計 60,285 64,820
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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 23,862 26,361

売上原価 18,350 20,343

売上総利益 5,512 6,018

販売費及び一般管理費 5,068 5,475

営業利益 443 542

営業外収益   

受取利息 20 24

受取配当金 40 58

為替差益 － 137

その他 112 160

営業外収益合計 172 381

営業外費用   

支払利息 128 129

為替差損 58 －

その他 62 78

営業外費用合計 249 208

経常利益 366 715

特別利益   

固定資産売却益 － 21

特別利益合計 － 21

特別損失   

固定資産除却損 － 29

投資有価証券等評価損 41 －

減損損失 1 457

特別退職金 － 169

特別損失合計 43 657

税金等調整前四半期純利益 323 79

法人税、住民税及び事業税 306 225

法人税等調整額 △218 △693

法人税等合計 87 △468

少数株主損益調整前四半期純利益 235 547

少数株主利益 90 94

四半期純利益 145 453
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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 235 547

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △247 148

繰延ヘッジ損益 1 36

為替換算調整勘定 148 1,523

その他の包括利益合計 △96 1,708

四半期包括利益 138 2,256

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 44 2,091

少数株主に係る四半期包括利益 94 164
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（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 323 79

減価償却費 1,176 1,256

減損損失 1 457

退職給付引当金の増減額（△は減少） 108 △100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25 △93

賞与引当金の増減額（△は減少） 37 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 59

受取利息及び受取配当金 △60 △83

支払利息 128 129

特別退職金 － 169

固定資産除却損 － 29

固定資産売却損益（△は益） － △21

投資有価証券等評価損益（△は益） 41 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,207 △2,258

たな卸資産の増減額（△は増加） 359 110

仕入債務の増減額（△は減少） △272 △477

その他 △141 257

小計 468 △478

利息及び配当金の受取額 75 93

利息の支払額 △131 △136

特別退職金の支払額 － △169

法人税等の支払額 △306 △366

営業活動によるキャッシュ・フロー 107 △1,056

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 △1,130 △1,469

有形固定資産の売却による収入 3 227

投資有価証券等の取得による支出 △422 △292

投資有価証券等の売却による収入 17 2

貸付けによる支出 △2 △5

貸付金の回収による収入 258 5

その他 △591 63

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,867 △1,468
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（単位：百万円）

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） △196 1,656

長期借入れによる収入 3,800 3,000

長期借入金の返済による支出 △1,430 △1,873

社債の償還による支出 △200 －

配当金の支払額 △163 △163

その他 △113 △86

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,695 2,532

現金及び現金同等物に係る換算差額 21 228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42 235

現金及び現金同等物の期首残高 4,377 3,912

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,334 4,148
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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。 

 

(セグメント情報等） 

  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 

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) 

 

報告セグメント 

 機能製品 
(百万円) 

電子・光学
製品 

(百万円) 

建材関連 
(百万円) 

エンジニア
リング 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

調整額 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

売上高    

 外部顧客への売上高 11,871 6,167 4,399 1,497 23,934 △72 23,862

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

73 3 3 1,612 1,691 △1,691 ―

計 11,944 6,170 4,402 3,109 25,625 △1,763 23,862

セグメント利益又は 
損失(△) 

1,240 △766 86 175 734 △368 366

(注) １ 外部顧客への売上高の調整額には、決算日の異なる連結会社間取引の調整額及び請負工事に係る収益

計上のうち工事進行基準に基づく売上高が含まれております。 

２ セグメント利益の調整額には、棚卸資産に係る未実現損益及び各セグメントに配分していない一般管

理費が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

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) 

 

報告セグメント 

 機能製品 
(百万円) 

電子・光学
製品 

(百万円) 

建材関連 
(百万円) 

エンジニア
リング 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

調整額 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

売上高    

 外部顧客への売上高 12,497 6,961 4,785 1,731 25,974 387 26,361

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

12 2 2 572 588 △588 ―

計 12,509 6,963 4,787 2,303 26,562 △201 26,361

セグメント利益又は 
損失(△) 

1,103 △475 71 29 729 △14 715

(注) １ 外部顧客への売上高の調整額には、決算日の異なる連結会社間取引の調整額及び請負工事に係る収益

計上のうち工事進行基準に基づく売上高が含まれております。 

２ セグメント利益の調整額には、棚卸資産に係る未実現損益及び各セグメントに配分していない一般管

理費が含まれております。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

日本カーバイド工業㈱（4064）平成26年３月期第2四半期決算短信

― 12 ―

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン

160296
アンダーライン



  ２ 報告セグメントの変更等に関する事項 

当社は、事業・開発体制を一層強化し、連携・シナジー効果の促進、更には経営効率の向上と戦 

略機能の強化を図るため、平成25年４月１日付で組織変更しております。 

この組織変更に伴い、第１四半期連結会計期間より、従来の「化成品関連製品」「フィルム・ 

シート製品」「電子材料製品」「建材関連」及び「エンジニアリング」の５区分から、「機能製 

品」「電子・光学製品」「建材関連」及び「エンジニアリング」の４区分に報告セグメントを変更 

しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントに基づき作成し 

ております。 

 

(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。 
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