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（百万円未満切捨て） 
１．平成25年12月期第１四半期の業績（平成25年１月１日～平成25年３月31日） 
(1) 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12月期第１四半期 2,686 0.6 546 △8.3 544 △7.6 316 △4.4
24年12月期第１四半期 2,670 △1.8 595 △1.4 589 △1.9 330 0.3
 

 
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12月期第１四半期 13.77 －
24年12月期第１四半期 14.40 －
 
(2) 財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

25年12月期第１四半期 12,585 9,622 76.5 
24年12月期 13,063 9,542 73.0 
（参考）自己資本  25年12月期第１四半期 9,622百万円 24年12月期 9,542百万円 

 
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 

24年12月期 － 5.50 － 10.50 16.00 
25年12月期 －  
25年12月期(予想)  5.50 － 5.50 11.00 
（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25年12月期の業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

5,986 △0.0 1,033 △20.1 1,044 △19.7 598 △17.7 26.07

通     期 12,984 △0.0 2,279 △18.8 2,303 △17.9 1,321 △16.1 57.57
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 

Takara Xpress
FASF



※  注記事項 
 

(1) 四半期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３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （1）四半期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。 

 
(2) 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 ：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 ：有 
④ 修正再表示 ：無 
（注）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）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。 

 
(3) 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） 25年12月期１Ｑ 22,975,189株 24年12月期 22,975,189株
② 期末自己株式数 25年12月期１Ｑ 17,046株 24年12月期 17,046株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 22,958,143株 24年12月期１Ｑ 22,958,219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、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、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。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条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】２ページ「1.当四
半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」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) 経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、平成24年12月の政権交代後のいわゆるアベノミクス

による景気回復への期待感から、為替相場における円安基調や株価の回復等がみられました。一方、

欧州政府債務危機やアメリカにおける財政問題等が引き続きわが国の経済を下押しするリスクとな

っております。 

自動車業界におきましては、引き続き小型・ハイブリッドの低燃費車並びに軽自動車が消費者か

らの支持を集めておりますが、エコカー補助金終了に伴う新車販売台数の前年比減少も継続してい

る状況です。またガソリン価格も依然として高止まりしているため、消費者の節約志向は更なる浸

透が進んでおります。 

このような市場環境の下、自動車用潤滑油の販売面では、環境配慮型の低粘度・省燃費のプレミ

アムオイル、並びにオートマチックミッション用オイルの拡販に集中し、高付加価値商品比率の維

持及び更なる向上を図ってまいりました。 

この結果、当第１四半期累計期間における売上高は2,686百万円、営業利益は546百万円、経常利

益は544百万円、四半期純利益は316百万円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

(流動資産） 

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は、11,984百万円（前事業年度末は12,560百万

円）となり、575百万円減少いたしました。これは、主に受取手形及び売掛金（850百万円の減少）、

商品及び製品（438百万円の増加）及び短期貸付金（237百万円の減少）によるものです。（なお、

貸付金の内容は、BPグループのインハウス・バンクを運営しているビーピー・インターナショナ

ル・リミテッドに対するものであります。） 

(固定資産） 

当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は、601百万円(前事業年度末は503百万円）とな

り、97百万円増加いたしました。これは、主に投資その他の資産(70百万円の増加）によるものです。 

(流動負債） 

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は、2,926百万円（前事業年度末は3,486百万円）

となり、560百万円減少いたしました。これは、主に未払金（196百万円の減少）及び未払法人税等

（385百万円の減少）によるものです。 

(固定負債） 

当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は、36百万円（前事業年度末は35百万円）とな

り、１百万円増加いたしました。 

(純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、9,622百万円（前事業年度末は9,542百万円）

となり、80百万円増加いたしました。これは、主に利益剰余金が四半期純利益により316百万円増加

し、剰余金の配当により241百万円減少したことによるものです。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成25年12月期の業績予想につきましては、平成25年２月４日公表の業績予想に変更はござい

ません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。 

 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年１月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 43,084 158,756

受取手形及び売掛金 2,853,441 2,002,535

商品及び製品 402,184 840,550

原材料及び貯蔵品 33,577 24,947

前払費用 15,988 62,647

繰延税金資産 304,083 304,083

短期貸付金 8,349,166 8,111,942

未収入金 549,364 469,124

その他 9,276 10,146

流動資産合計 12,560,166 11,984,734

固定資産   

有形固定資産 322,083 349,579

無形固定資産 7,376 6,975

投資その他の資産 174,030 244,460

固定資産合計 503,489 601,014

資産合計 13,063,656 12,585,749

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,285,140 1,301,697

未払金 860,217 663,817

未払費用 557,053 601,267

未払法人税等 608,490 222,752

預り金 15,981 71,823

賞与引当金 135,281 43,982

その他 23,864 20,679

流動負債合計 3,486,028 2,926,020

固定負債   

繰延税金負債 6,452 9,269

受入保証金 28,594 27,638

固定負債合計 35,046 36,907

負債合計 3,521,074 2,962,927
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,491,350 1,491,350

資本剰余金 1,749,600 1,749,600

利益剰余金 6,304,102 6,379,255

自己株式 △6,489 △6,489

株主資本合計 9,538,563 9,613,716

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,018 9,105

評価・換算差額等合計 4,018 9,105

純資産合計 9,542,581 9,622,821

負債純資産合計 13,063,656 12,585,749
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 2,670,319 2,686,873

売上原価 1,293,512 1,324,816

売上総利益 1,376,806 1,362,056

販売費及び一般管理費 780,841 815,673

営業利益 595,965 546,382

営業外収益   

受取利息 5,318 6,954

受取賃貸料 3,862 3,862

受取手数料 3,389 3,347

受取補償金 865 976

その他 740 265

営業外収益合計 14,177 15,407

営業外費用   

売上割引 15,305 5,842

為替差損 5,326 11,350

営業外費用合計 20,632 17,193

経常利益 589,510 544,595

特別損失   

固定資産除却損 72 103

特別退職金 － 15,189

特別損失合計 72 15,293

税引前四半期純利益 589,437 529,302

法人税等 258,635 213,089

四半期純利益 330,801 316,213
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 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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