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（百万円未満切捨て） 
１．平成25年12月期第３四半期の業績（平成25年１月１日～平成25年９月30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３四半期 9,356 1.7 1,790 △8.0 1,793 △8.6 1,055 △3.6
24年12月期第３四半期 9,195 △5.3 1,946 △7.4 1,962 △6.6 1,094 △5.6
 

 
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３四半期 45.97 －
24年12月期第３四半期 47.68 －
 
(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３四半期 13,370 10,236 76.6 
24年12月期 13,063 9,542 73.0 
（参考）自己資本  25年12月期第３四半期 10,236百万円 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 － 5.50 －  
25年12月期(予想)  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、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 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 22,958,143株 24年12月期３Ｑ 22,958,189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】３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３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策効果によりデフレ状況を徐々に

脱しつつあり、景気は緩やかな回復を見せております。一方、海外経済は弱い回復が続くものの、

アメリカの財政政策の動向、中国やその他新興国経済の先行きや欧州政府債務問題等、依然とし

て不透明な状態が続いております。 

自動車業界におきましては、依然として小型・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。新車販売台数に関しましては、９月については昨年エコカー補

助金終了による急激な落ち込みがあったため、前年同月比で１割増の動きが見られましたが、全

体的には前年実績を下回る傾向にあります。その一方でガソリン価格は高止まりが続いており、

好転の兆しを見せる個人消費も日常消費の節約志向の傾向は根強く、厳しい経営環境が継続して

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、当社の強みとする環境配慮型の低粘

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引き続き焦

点を当て、高付加価値商品の構成比向上を図ってまいりました。また、７月には部分合成油DC－

Turbo 5W-30 を新発売し、カーショップチャネルにおけるカストロールブランドの中価格帯ゾー

ンでのテコ入れを図りました。 

この結果、当第３四半期累計期間における売上高は9,356百万円、営業利益は1,790百万円、経

常利益は1,793百万円、四半期純利益は1,055百万円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

(流動資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、12,651百万円（前事業年度末は12,560百

万円）となり、91百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金（70百万円の増加）、受

取手形及び売掛金（1,096百万円の減少）、商品及び製品（157百万円の増加）、短期貸付金（862

百万円の増加）及び未収入金（75百万円の増加）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３四半期会計期間末における固定資産の残高は、719百万円(前事業年度末は503百万円）と

なり、215百万円増加いたしました。これは、有形固定資産（50百万円の増加）、無形固定資産

（52百万円の増加）及び投資その他の資産（112百万円の増加）によるものです。 

(流動負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、3,097百万円（前事業年度末は3,486百万

円）となり、388百万円減少いたしました。これは、主に支払手形及び買掛金（146百万円の減

少）、未払金（263百万円の減少）、未払費用（551百万円の増加）、未払法人税等（474百万円の

減少）及び賞与引当金（56百万円の減少）によるものです。 

(固定負債） 

当第３四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。これは、主に繰延税金負債の増加によるものです。 

(純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、10,236百万円（前事業年度末は9,542百万円）

となり、693百万円増加いたしました。これは、利益剰余金が四半期純利益により1,055百万円増

加し、剰余金の配当により367百万円減少したことによるものです。 
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(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。 

 

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３四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、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３四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 43,084 114,022

受取手形及び売掛金 2,853,441 1,756,813

商品及び製品 402,184 560,065

原材料及び貯蔵品 33,577 39,505

前払費用 15,988 31,852

繰延税金資産 304,083 304,083

短期貸付金 8,349,166 9,211,624

未収入金 549,364 624,497

その他 9,276 9,067

流動資産合計 12,560,166 12,651,532

固定資産   

有形固定資産 322,083 372,680

無形固定資産 7,376 59,796

投資その他の資産 174,030 286,849

固定資産合計 503,489 719,326

資産合計 13,063,656 13,370,859

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,285,140 1,138,142

未払金 860,217 596,462

未払費用 557,053 1,108,267

未払法人税等 608,490 134,260

預り金 15,981 14,716

賞与引当金 135,281 78,806

その他 23,864 27,224

流動負債合計 3,486,028 3,097,880

固定負債   

繰延税金負債 6,452 9,389

受入保証金 28,594 27,539

固定負債合計 35,046 36,928

負債合計 3,521,074 3,134,808

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 6,992,267

自己株式 △6,489 △6,489

株主資本合計 9,538,563 10,226,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,018 9,322

評価・換算差額等合計 4,018 9,322

純資産合計 9,542,581 10,236,050

負債純資産合計 13,063,656 13,370,859

ビーピー・カストロール株式会社（5015）平成25年12月期　第３四半期決算短信（非連結） 

4



（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 9,195,508 9,356,084

売上原価 4,488,467 4,764,001

売上総利益 4,707,041 4,592,083

販売費及び一般管理費 2,760,982 2,801,686

営業利益 1,946,059 1,790,396

営業外収益   

受取利息 17,683 20,916

受取賃貸料 11,588 11,588

受取手数料 9,945 9,243

受取補償金 2,703 4,454

為替差益 2,105 －

その他 2,996 2,555

営業外収益合計 47,022 48,758

営業外費用   

売上割引 31,061 23,552

為替差損 － 22,203

その他 2 1

営業外費用合計 31,063 45,757

経常利益 1,962,017 1,793,397

特別損失   

固定資産除却損 421 623

特別退職金 － 15,482

特別損失合計 421 16,105

税引前四半期純利益 1,961,596 1,777,291

法人税等 866,796 721,796

四半期純利益 1,094,799 1,055,495
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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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