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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 66,436 0.2 1,369 21.4 1,777 14.7 1,165 11.2
25年３月期第２四半期 66,304 △18.4 1,128 △42.1 1,550 △26.5 1,048 △14.0

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 2,105百万円( 435.9％) 25年３月期第２四半期 392百万円(△38.3％)

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

26年３月期第２四半期 27.91 －
25年３月期第２四半期 25.10 －

（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 57,866 21,200 36.4
25年３月期 57,264 19,347 33.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 21,042百万円 25年３月期 19,203百万円

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 － 6.00 6.00

26年３月期 － 0.00

26年３月期(予想) － 6.00 6.00

(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 140,000 6.8 2,075 △2.0 2,650 △7.2 1,650 △2.0 39.51
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

    

    

    

    

  

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 無

（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 41,780,000株 25年３月期 41,780,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 16,646株 25年３月期 16,646株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 41,763,354株 25年３月期２Ｑ 41,763,356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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続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
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としているものであり、実際の業

績は今後の様々な要因により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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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国においては堅調な内需を背景に引き続き回復基

調にあり、ユーロ圏においては債務問題や緊縮財政強化の影響が続いているものの持ち直しの兆しをみ

せております。また、当社グループの事業において重点戦略国である中国においては輸出と内需の不振

により成長率が低下しておりますが、ベトナムにおいては輸出が好調に推移するなど緩やかながら回復

傾向となっております。 

こうした中、わが国経済は、経済・金融政策を背景にした円安による輸出や設備投資が増加基調であ

り、輸出数量ベースでの回復の遅れや、輸入原材料価格の上昇、海外経済の減速懸念等があるものの、

緩やかな回復傾向となっております。 

このような状況の下、当第２四半期連結累計期間の業績は、輸出や中国国内取引が堅調に推移し、国

内需要の回復の遅れや輸入原材料価格の上昇等がありましたものの、売上高は664億３千６百万円（前

年同期比0.2％増）と前年同期並みになりました。 

利益面につきましては、営業利益は、中国国内取引が堅調に推移したこと等による売上総利益の増加

により13億６千９百万円（同21.4％増）となりましたが、経常利益は、持分法による投資利益減少の影

響等により17億７千７百万円（同14.7％増）となりました。これらの結果、四半期純利益は、法人税等

が増加したものの11億６千５百万円（同11.2％増）と増益になりました。 

  

これをセグメント別に見ますと以下の通りとなっております。 

  

化学品・石油製品事業は、従来、化学品事業と称しておりましたが、石油製品取引が同事業の収益の

柱の一つであり、第１四半期連結会計期間より名称を変更しております。 

同事業につきましては、潤滑油類の取引は、中国国内需要回復の影響等により堅調に推移しました。

また、電池関連部材の取引は、自動車関連向けが増加基調となったものの前年同期並みに推移し、基礎

化学品・石油化学品及び塗料・接着剤用の薬品や有機溶剤等の取引についても、円安や国内需要回復の

遅れによる影響等がありましたが前年同期並みに推移しました。一方、レアアースや難燃剤関連製品の

輸入取引は、国内需要の低迷や海外への生産シフト等の影響により低調に推移しました。 

合成樹脂・建材事業につきましては、住宅設備向けの合成樹脂関連取引並びに防水資材等の取引は堅

調に推移しましたが、液晶関連等の光学フィルム取引、電機・電子機器関連等の合成樹脂原料取引、自

動車部品等の合成樹脂関連取引、断熱材・内装材等の取引は、前年同期を若干下回る水準で推移しまし

た。 

食料・金属製品事業につきましては、タービンローターやバルブ等の中国向け発電用設備部材の取引

は前年同期並みに推移し、フランジの輸入取引は国内需要が増加基調で推移したことにより回復傾向と

なりましたが、水産物の輸入取引は円安や海老の不漁等の影響もあり低調に推移しました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比６億１百万円増加の578億６千６百万

円となりました。 

流動資産は主に取引減少に伴い売上債権が減少したことにより、前連結会計年度末比３億８千万円減

少の443億８千３百万円となりました。 

固定資産は主に期末時価評価による投資有価証券の増加により、前連結会計年度末比９億８千２百万

円増加の134億８千２百万円となりました。 

流動負債は主に１年内返済予定の長期借入金が増加したことにより、前連結会計年度末比２億８千１

百万円増加の336億２千４百万円となりました。 

固定負債は主に長期借入金の減少により、前連結会計年度末比15億３千３百万円減少の30億４千万円

となりました。 

また、純資産の部は前連結会計年度末比18億５千３百万円増加の212億円となりました。 

この結果、自己資本比率は36.4％となりました。 

  

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

（２）財政状態に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 1,930 2,700

受取手形及び売掛金 37,247 34,973

商品 5,079 6,298

その他 842 670

貸倒引当金 △334 △258

流動資産合計 44,764 44,383

固定資産   

有形固定資産 570 638

無形固定資産 417 426

投資その他の資産   

投資有価証券 10,080 11,015

その他 1,993 1,964

貸倒引当金 △562 △562

投資その他の資産合計 11,511 12,416

固定資産合計 12,499 13,482

資産合計 57,264 57,866

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,234 26,198

短期借入金 4,920 4,469

1年内返済予定の長期借入金 － 1,800

未払法人税等 408 362

賞与引当金 84 114

その他 694 680

流動負債合計 33,342 33,624

固定負債   

長期借入金 2,300 500

退職給付引当金 275 242

役員退職慰労引当金 53 67

その他 1,945 2,230

固定負債合計 4,574 3,040

負債合計 37,917 36,665

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,024 4,024

資本剰余金 2,761 2,761

利益剰余金 11,480 12,395

自己株式 △3 △3

株主資本合計 18,262 19,177

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,109 1,456

繰延ヘッジ損益 10 5

為替換算調整勘定 △178 403

その他の包括利益累計額合計 940 1,865

少数株主持分 143 157

純資産合計 19,347 21,200

負債純資産合計 57,264 57,866
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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 66,304 66,436

売上原価 61,626 61,496

売上総利益 4,677 4,939

販売費及び一般管理費 3,549 3,569

営業利益 1,128 1,369

営業外収益   

持分法による投資利益 457 383

その他 94 112

営業外収益合計 551 496

営業外費用   

支払利息 46 42

外国源泉税 31 20

その他 52 26

営業外費用合計 130 89

経常利益 1,550 1,777

特別利益   

投資有価証券売却益 7 23

その他 1 1

特別利益合計 8 25

特別損失   

投資有価証券評価損 2 12

減損損失 － 9

ゴルフ会員権評価損 7 －

その他 12 0

特別損失合計 23 23

税金等調整前四半期純利益 1,535 1,779

法人税、住民税及び事業税 357 496

法人税等調整額 119 103

法人税等合計 477 600

少数株主損益調整前四半期純利益 1,058 1,179

少数株主利益 10 13

四半期純利益 1,048 1,165
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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 1,058 1,179

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △472 318

繰延ヘッジ損益 △23 △4

為替換算調整勘定 50 479

持分法適用会社に対する持分相当額 △219 133

その他の包括利益合計 △665 926

四半期包括利益 392 2,105

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 382 2,090

少数株主に係る四半期包括利益 9 15
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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