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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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１四半期 14,011 △1.2 168 △21.2 161 △21.8 87 △11.6
25年３月期第１四半期 14,185 1.6 213 3.8 205 △1.6 98 △22.8

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 315百万円( 194.0％) 25年３月期第１四半期 107百万円( △9.5％)

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１四半期 10.21 －
25年３月期第１四半期 11.55 －

（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１四半期 24,775 7,099 28.4
25年３月期 23,810 6,853 28.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 7,043百万円 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 －

26年３月期(予想) 7.00 － 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 ： 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

（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.４「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.４「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１Ｑ 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１Ｑ 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１Ｑ 8,548,367株 25年３月期１Ｑ 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。尚、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１四半期連結累計期間(平成25年４月１日～平成25年６月30日）におけるわが国経済は、政権

交代後の金融政策及び経済政策への期待から円安と株高が進行する等、景気回復の兆しが見られた

ものの、実体経済への顕著な影響はいまだ強くは表れておりません。一方で、急激な円安による輸

入原燃料等の諸資材価格上昇や中国はじめ新興国経済の減速等海外景気に対する不安感等懸念材料

もあり、先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況下、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は14,011百万円（前年同

期比1.2％減）、営業利益は168百万円（同21.2％減）、経常利益は161百万円（同21.8％減）、四半

期純利益は87百万円（同11.6％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１四半期連結会計期間末の総資産は24,775百万円となり、前連結会計年度末と比べ965百万円

増加いたしました。その要因は、受取手形及び売掛金を主とした流動資産の増加額886百万円及び投

資有価証券を主とした固定資産の増加額78百万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719百万円増加し、17,675百万円となりました。その要因は

支払手形及び買掛金を主とした流動負債の増加額694百万円及び繰延税金負債を主とした固定負債の

増加額24百万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246百万円増加し7,099百万円となり、自己資本比率は28.4％

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 

平成25年４月26日に公表いたしました通期の業績予想につきまして、厚生年金基金からの脱退に

伴う特別掛金が連結ベースで約208百万円、個別ベースで約174百万円見込まれ、平成26年３月期決

算において特別損失として計上予定であること及び税金費用を見直したこと等から、当期純利益を

下記の通り修正いたします。なお、脱退の詳細内容につきましては、本日開示いたしました「厚生

年金脱退に伴う特別損失発生のお知らせ」をご参照ください。 

 

平成26年３月期通期連結業績予想数値の修正（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 

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

58,000 

百万円 

870 

百万円 

840 

百万円 

480 

円 銭 

56.15 

今回修正予想（Ｂ） 58,000 870 840 360 42.11 

増減額（Ｂ－Ａ） 0 0 0 △120 ― 

増減率（％） 0 0 0 △25.0 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成25年３月期） 
55,610 817 783 420 49.15 

 

平成26年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

 
売上高 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） 

百万円 

40,000 

百万円 

580 

百万円 

336 

円 銭 

39.31 

今回修正予想（Ｂ） 40,000 580 240 28.08 

増減額（Ｂ－Ａ） 0 0 △96 ― 

増減率（％） 0 0 △28.6 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成25年３月期） 
38,063 540 304 35.63 

 

（注）業績見通し等の将来に関する記述は、内外の経済状況、為替レートの変動、業績に影響を与

えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断し

た一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。こ

れらは、市況、競争状況等多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績等は、

記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。 
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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 

該当事項はありません。 

 

（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１四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１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   4,067,549   3,750,748 

    受取手形及び売掛金   16,094,951   17,250,263 

    商品及び製品   1,331,574   1,474,746 

    仕掛品   13,752   9,696 

    原材料及び貯蔵品   27,307   32,256 

    繰延税金資産   71,508   72,162 

    その他   272,427   176,425 

    貸倒引当金   △16,354   △16,653 

    流動資産合計   21,862,715   22,749,646 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物   683,809   693,292 

       減価償却累計額   △470,559   △469,597 

       建物及び構築物（純額）   213,250   223,695 

      機械装置及び運搬具   192,827   193,197 

       減価償却累計額   △179,822   △180,824 

       機械装置及び運搬具（純額）   13,004   12,373 

      工具、器具及び備品   98,214   101,771 

       減価償却累計額   △83,555   △85,989 

       工具、器具及び備品（純額）   14,658   15,782 

      土地   220,948   220,948 

      リース資産   87,702   87,702 

       減価償却累計額   △48,065   △51,115 

       リース資産（純額）   39,637   36,586 

      有形固定資産合計   501,499   509,386 

    無形固定資産         

      リース資産   33,592   1,898 

      その他   94,258   94,498 

      無形固定資産合計   127,850   96,396 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   1,028,781   1,115,479 

      差入保証金   120,583   121,196 

      破産更生債権等   18,374   17,762 

      繰延税金資産   3,913   3,913 

      その他   164,511   179,550 

      貸倒引当金   △18,214   △17,735 

      投資その他の資産合計   1,317,950   1,420,165 

    固定資産合計   1,947,299   2,025,947 

  資産合計   23,810,015   24,775,594 
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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１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   11,761,007   12,195,821 

    短期借入金   3,268,479   3,576,416 

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

    未払法人税等   107,861   36,317 

    賞与引当金   88,300   71,531 

    その他   333,078   373,068 

    流動負債合計   15,715,727   16,410,155 

  固定負債         

    長期借入金   636,000   636,000 

    退職給付引当金   268,528   267,474 

    役員退職慰労引当金   62,840   60,326 

    繰延税金負債   67,996   102,289 

    その他   205,465   199,469 

    固定負債合計   1,240,831   1,265,559 

  負債合計   16,956,558   17,675,715 

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   5,260,201 

    自己株式   △949   △949 

    株主資本合計   6,755,279   6,774,144 

  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   172,921 

    繰延ヘッジ損益   △395   265 

    為替換算調整勘定   △77,355   95,718 

    その他の包括利益累計額合計   41,258   268,905 

  少数株主持分   56,920   56,828 

  純資産合計   6,853,457   7,099,879 

負債純資産合計   23,810,015   24,775,594 
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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１四半期連結累計期間 

  (単位:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高   14,185,476   14,011,996 

売上原価   13,388,305   13,249,355 

売上総利益   797,170   762,640 

販売費及び一般管理費         

  運賃   56,736   61,169 

  役員報酬   32,071   30,095 

  給料   171,353   175,459 

  賞与   3,231   4,697 

  賞与引当金繰入額   40,273   43,104 

  退職給付費用   13,903   14,639 

  役員退職慰労引当金繰入額   3,242   4,686 

  福利厚生費   36,354   38,034 

  旅費及び交通費   21,051   21,077 

  賃借料   41,457   42,793 

  支払手数料   28,209   28,989 

  租税公課   6,248   5,945 

  減価償却費   16,926   19,693 

  その他   112,282   103,678 

  販売費及び一般管理費合計   583,343   594,063 

営業利益   213,827   168,577 

営業外収益         

  受取利息   161   159 

  受取配当金   7,152   8,094 

  仕入割引   160   170 

  為替差益   －   101 

  持分法による投資利益   3,096   2,868 

  貸倒引当金戻入額   －   179 

  その他   4,009   2,592 

  営業外収益合計   14,579   14,166 

営業外費用         

  支払利息   15,215   15,721 

  手形売却損   1,854   1,728 

  為替差損   642   － 

  その他   4,780   4,190 

  営業外費用合計   22,493   21,639 

経常利益   205,913   161,104 
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  (単位:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６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   －   23,364 

  投資有価証券評価損   17,380   － 

  その他   4,872   － 

  特別損失合計   22,252   23,364 

税金等調整前四半期純利益   183,660   140,198 

法人税等   82,992   51,957 

少数株主損益調整前四半期純利益   100,667   88,241 

少数株主利益   1,910   988 

四半期純利益   98,757   87,252 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   100,667   88,241 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金（税引前）   △109,995   84,363 

  繰延ヘッジ損益（税引前）   △372   1,073 

  為替換算調整勘定（税引前）   66,293   160,329 

  持分法適用会社に対する持分相当額   10,972   12,741 

  その他の包括利益に係る税効果額   39,886   △30,865 

  その他の包括利益合計   6,784   227,643 

四半期包括利益   107,451   315,885 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   105,541   314,896 

  少数株主に係る四半期包括利益   1,910   988 
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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１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６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１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６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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