
 

平成平成平成平成25252525年年年年8888月期月期月期月期    第第第第2222四半期決算短信〔日本基準〕（連結）四半期決算短信〔日本基準〕（連結）四半期決算短信〔日本基準〕（連結）四半期決算短信〔日本基準〕（連結）    

平成25年4月9日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 旭化学工業株式会社 上場取引所 大 

コード番号 7928 URL http://www.asahikagakukogyo.co.jp

代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 杉浦 武

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 奥村 哲男 TEL 0566-92-4181

四半期報告書提出予定日 平成25年4月10日 配当支払開始予定日 平成25年5月27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

1.  平成25年8月期第2四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成25年2月28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 ％

25年8月期第2四半期 3,056 △9.4 69 △65.4 89 △55.5 57 △57.4

24年8月期第2四半期 3,374 9.5 199 △18.1 201 △15.0 135 △32.2

（注）包括利益 25年8月期第2四半期 329百万円 （197.1％） 24年8月期第2四半期 110百万円 （△15.2％）

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

25年8月期第2四半期 15.78 ―

24年8月期第2四半期 37.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年8月期第2四半期 5,841 4,940 84.6

24年8月期 5,570 4,651 83.5

（参考） 自己資本   25年8月期第2四半期  4,940百万円 24年8月期  4,651百万円

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

24年8月期 ― 4.00 ― 11.00 15.00

25年8月期 ― 4.00

25年8月期（予想） ― 4.00 8.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8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  ：  有  

 

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 6,500 1.0 150 △57.0 180 △49.6 110 △58.0 30.14



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

半期財務諸表のレビュー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24年10月12日に公表しました平成25年８月期の業績予想を修正しております。なお、詳細につきましては、本日平成25年４月９日公表の「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 

（２）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化

等により、上記予想と異なる場合があります。 

 

（３）当社は、年間配当金を連結配当性向20％を目標とすることを利益配分の基本方針としております。期末配当予想を１株当たり４円と予想しておりますが、今

後の連結業績の動向により変更となる可能性があります。今後修正の必要が生じた場合は、適時かつ適切に開示してまいります。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期2Q 3,896,000 株 24年8月期 3,896,000 株

② 期末自己株式数 25年8月期2Q 246,951 株 24年8月期 246,950 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期2Q 3,649,050 株 24年8月期2Q 3,649,185 株



   

   

○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）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………………  2

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  7

旭化学工業（株）7928　平成25年８月期第２四半期決算短信

－ 1 －



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の財政危機は落ち着きを取り戻したものの、中国経済の成

長力に鈍化の傾向がみられ、景気の回復にはほど遠い状況で推移しました。わが国経済は政権交代による新政権の

金融緩和政策による円安、株価の上昇と景気回復への期待感は増しておりますが、日中間の政治問題等先行き不透

明な状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは、主な販売先であります電動工具業界及び自動車業界に対して積極的な受

注活動を推進いたしましたが、価格面での厳しい競争が続きました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は30億56百万円（前年同四半期比9.4％減）となり、経常利益は

89百万円（同55.5％減）、四半期純利益は57百万円（同57.4％減）となりました。 

  セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  ①日本  

 国内は、自動車向け部品、電動工具向け部品共に受注が低迷し、売上高は15億37百万円（前年同四半期比

14.7％減）、営業利益は０百万円（同99.6％減）となりました。 

  ②中国 

 中国は、電動工具向け部品の受注がやや減少し、売上高は15億63百万円（同4.4％減）、営業利益は73百

万円（同48.3％減）となりました。  

  ③タイ 

 タイは、当第２四半期連結累計期間より販売が開始され、売上高は５百万円、営業損失は32百万円（前年

同四半期は営業損失16百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産合計は前連結会計年度末と比べ２億70百万円増加し58億41百万円（前連結会計年度末比4.9％増）とな

りました。これは主に受取手形及び売掛金が67百万円及び有形固定資産が５億７百万円増加し、現金及び預金

が３億76百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は前連結会計年度末と比べ18百万円減少し９億０百万円（前連結会計年度末比2.0％減）となりま

した。これは主に買掛金が75百万円増加し、未払法人税等が36百万円及びその他の流動負債が69百万円それぞ

れ減少したことによるものであります。 

 純資産の合計は前連結会計年度末と比べ２億89百万円増加し49億40百万円（前連結会計年度末比6.2％増）

となりました。これは主に利益剰余金が17百万円及び為替換算調整勘定が２億44百万円それぞれ増加したこと

によるものであります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 最近の業績動向を踏まえ、平成24年10月12日の決算短信で公表しました平成25年８月期の連結業績予想を修正し

ております。なお、詳細につきましては、本日平成25年４月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照下さい。 

 連結業績予想は、当社が現時点で入手した見通しであり、実際の業績等は業況の変化等により予想数値と異なる

場合があります。今後修正の必要が生じた場合は、適時かつ適切に開示してまいります。 

   

（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 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成24年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,809,206 1,433,114 

受取手形及び売掛金 935,514 1,003,493 

商品及び製品 160,903 143,142 

仕掛品 67,776 81,437 

原材料及び貯蔵品 110,628 134,182 

繰延税金資産 18,178 9,228 

その他 71,398 93,390 

貸倒引当金 △490 △510 

流動資産合計 3,173,116 2,897,478 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 735,430 728,965 

機械装置及び運搬具（純額） 483,344 721,249 

土地 917,280 932,092 

その他（純額） 131,546 392,686 

有形固定資産合計 2,267,601 2,774,993 

無形固定資産 9,385 11,753 

投資その他の資産   

投資有価証券 92,541 128,894 

その他 31,037 31,293 

貸倒引当金 △3,176 △3,176 

投資その他の資産合計 120,401 157,010 

固定資産合計 2,397,388 2,943,758 

資産合計 5,570,505 5,841,236 

負債の部   

流動負債   

買掛金 598,743 673,945 

未払法人税等 52,012 15,497 

賞与引当金 25,955 26,838 

役員賞与引当金 13,280 4,850 

その他 191,831 122,689 

流動負債合計 881,823 843,821 

固定負債   

繰延税金負債 2,228 16,898 

役員退職慰労引当金 35,269 37,016 

その他 － 2,922 

固定負債合計 37,497 56,836 

負債合計 919,321 900,658 

旭化学工業（株）7928　平成25年８月期第２四半期決算短信

－ 3 －



（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成24年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成25年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 671,787 671,787 

資本剰余金 729,938 729,938 

利益剰余金 3,646,270 3,663,701 

自己株式 △132,908 △132,909 

株主資本合計 4,915,087 4,932,518 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,393 46,790 

為替換算調整勘定 △283,296 △38,730 

その他の包括利益累計額合計 △263,903 8,059 

純資産合計 4,651,184 4,940,577 

負債純資産合計 5,570,505 5,841,236 
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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23年９月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年２月28日) 

売上高 3,374,673 3,056,118 

売上原価 2,921,967 2,726,263 

売上総利益 452,706 329,855 

販売費及び一般管理費 253,231 260,768 

営業利益 199,474 69,086 

営業外収益   

受取利息 8,635 13,839 

受取配当金 558 522 

為替差益 － 4,271 

その他 3,410 1,937 

営業外収益合計 12,604 20,571 

営業外費用   

支払利息 － 60 

為替差損 10,500 － 

その他 63 － 

営業外費用合計 10,564 60 

経常利益 201,515 89,597 

特別利益   

固定資産売却益 701 － 

投資有価証券売却益 6,592 6,046 

特別利益合計 7,294 6,046 

特別損失   

固定資産売却損 352 309 

固定資産除却損 15 0 

就業補償金 246 1,558 

特別損失合計 615 1,868 

税金等調整前四半期純利益 208,194 93,775 

法人税、住民税及び事業税 70,446 27,270 

法人税等調整額 2,649 8,933 

法人税等合計 73,096 36,204 

少数株主損益調整前四半期純利益 135,098 57,570 

四半期純利益 135,098 57,570 
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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23年９月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 135,098 57,570 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,143 27,396 

為替換算調整勘定 △27,310 244,566 

その他の包括利益合計 △24,166 271,962 

四半期包括利益 110,931 329,533 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 110,931 329,533 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年９月１日 至平成24年２月29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） 

(注)１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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24年９月１日 至平成25年２月28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） 

(注)１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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。 

    

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  日 本 中 国 タ イ 計 

調整額 

(注)１ 

四半期連結損益

計算書計上額

(注)２ 

売上高             

外部顧客への売上高  1,801,933  1,572,740  －  3,374,673  －  3,374,673

セグメント間の内部売上高又

は振替高 

 280  63,268  －  63,548  △63,548  －

計  1,802,213  1,636,008  －  3,438,221  △63,548  3,374,673

セグメント利益又は損失（△）  45,272  141,757  △16,509  170,520  28,954  199,474

  日 本 中 国 タ イ 計 

調整額 

(注)１ 

四半期連結損益

計算書計上額

(注)２ 

売上高             

外部顧客への売上高  1,536,936  1,514,098  5,083  3,056,118  －  3,056,118

セグメント間の内部売上高又

は振替高 

 79  49,355  －  49,435  △49,435  －

計  1,537,016  1,563,453  5,083  3,105,554  △49,435  3,056,118

セグメント利益又は損失（△）  180  73,300  △32,485  40,995  28,090  69,086
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