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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 

平成26年３月期第２四半期末配当金の内訳   普通配当７円50銭  創立60周年記念配当５円00銭 
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せ」をご参照ください。 

  

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年11月８日

上 場 会 社 名 フクビ化学工業株式会社 上場取引所 東・名
コ ー ド 番 号 7871 URL http://www.fukuvi.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)八木 誠一郎
問合せ先責任者 (役職名)取締役専務執行役員 (氏名)大畑   忠 (TEL)(0776)38-8002
四半期報告書提出予定日 平成25年11月13日 配当支払開始予定日 平成25年12月10日

(百万円未満四捨五入)

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 19,525 4.0 680 23.4 776 26.1 453 57.3

25年３月期第２四半期 18,780 4.5 551 18.2 615 15.1 288 △19.6

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 664百万円(223.8％) 25年３月期第２四半期 205百万円(△22.7％)

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 21 96 ― ―

25年３月期第２四半期 13 96 ― ―

（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 42,185 25,462 59.2

25年３月期 41,697 24,912 58.8

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 24,991百万円 25年３月期 24,497百万円

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 50 ― 7 50 15 00

26年３月期 ― 12 50

26年３月期(予想) ― 7 50 20 00

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）
(％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 40,000 4.5 1,600 27.1 1,650 16.4 1,000 26.5 48 50

m.oda
スタンプ



  

  

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おりませ

ん。 

  

  

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。また、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

となる仮定等については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

  

※ 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 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  １社 (社名) FUKUVI VIETNAM CO.,LTD. 、除外 ― 社 (社名)

（注）詳細は、添付資料４ページ「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」をご覧ください。

（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 20,688,425株 25年３月期 20,688,425株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 72,663株 25年３月期 71,407株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 20,616,675株 25年３月期２Ｑ 20,618,307株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績が改善し設備投資も上向いていることを

背景に景気が回復基調にあるものの、輸出に弱さがみられ個人消費の伸びも一服感が出ています。ま

た、経済の好循環の実現とデフレからの脱却への期待が高まるなか、新興国の景気減速と生産の海外移

転が進んだことなどで、円安の中でも貿易収支の赤字は半期で過去 大の４兆9,892億円となり、国内

外の経済状況は先行き不透明な状況が続いております。 

住宅業界におきましては、住宅ローン金利や住宅価格の先高観、景気回復期待に加え、2014年４月の

消費増税前の駆け込み需要などもあり、平成25年度４～９月の新設住宅着工は、戸数499千戸（前年同

期比12.7％増）、床面積44,747千㎡（同12.3％増）と前年同期実績を上回る結果となりました。 

このような環境下、当社グループでは、バイオマス素材・成形技術の更なる開発に取り組むととも

に、引き続き環境配慮型製品を中心とする新製品の開発並びに拡販に努めてまいりました。 

以上により、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高19,525百万円（前年同期比4.0％

増）、営業利益680百万円（同23.4％増）、経常利益776百万円（同26.1％増）、四半期純利益453百万

円（同57.3％増）となりました。 

  

事業別の売上状況は、以下のとおりであります。 

〔建築資材事業〕 

主力の建築資材事業の売上は、14,800百万円（前年同期比5.5％増）で、売上高全体で75.8％を占

めました。 

うち外装建材は、3,562百万円（同8.9％増）でした。樹脂系耐候性外装材が低調に推移しました

が、防水部材・樹脂製瓦桟・防風透湿シートは好調に推移しました。 

内装建材は、5,801百万円（同9.3％増）でした。床下点検口・収納庫が伸び悩みましたが、断熱

材・養生材・浴室用パネルは好調に推移しました。 

床関連材は、3,827百万円（同1.7％増）でした。ＯＡフロア、長尺フロア材が低調に推移しました

が、床支持具・乾式遮音二重床システムは堅調な伸びを示しました。 

システム建材は、1,609百万円（同4.1％減）でした。リフォーム用システム建材が伸び悩みました

が、防蟻材が堅調な伸びを示しました。 

〔産業資材事業〕 

産業資材事業の売上は、4,725百万円（前年同期比0.7％減）で、売上高全体の24.2％を占めまし

た。精密化工品が低調に推移しましたが、車輌部材・住宅設備部材が堅調な伸びを示しました。 

  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ487百万円(前期末比

1.2％)増加し、42,185百万円となりました。主な増加要因としましては、流動資産では、現金及び預

金が2,316百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が1,579百万円、有価証券が500百万円減少し

たことなどにより、301百万円(同1.0％)の増加となりました。固定資産では、有形固定資産が127百

万円減少した一方で、投資その他の資産が359百万円増加するなど、186百万円(同1.6％)の増加とな

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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（負債） 

負債は、前連結会計年度末に比べ63百万円(前期末比0.4％)減少し、16,722百万円となりました。

主な減少要因としましては、流動負債では、支払手形及び買掛金が243百万円増加した一方で、未払

金が160百万円減少するなど、19百万円(同0.1％)の減少となりました。固定負債では、繰延税金負債

が85百万円増加した一方で、長期借入金が100百万円減少するなど、44百万円(同3.0％)の減少となり

ました。 

  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ550百万円(前期末比2.2％)増加し、25,462百万円となりまし

た。主な増加要因としましては、利益剰余金が298百万円増加したことなどによるものです。この結

果、自己資本は24,991百万円となり、自己資本比率は59.2％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,816百万

円(24.5％)増加し、9,221百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益727百万円、減価償却費562百

万円および売上債権の減少1,592百万円などの収入に対し、法人税等の支払329百万円などの支出に

より、合計2,731百万円の収入となりました。前年同期比では2,087百万円収入が増加しました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、機械設備等の有形固定資産の取得526百万円などの支出

により、合計570百万円の支出となりました。前年同期比では473百万円支出が減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済100百万円、リース債務の返済139百万

円および配当金の支払155百万円などの支出により、合計353百万円の支出となりました。前年同期

比では124百万円支出が減少しました。 

  

今後の経営環境につきましては依然として不透明な状況が続くものと予想されますが、現時点におい

て平成25年５月10日公表の連結業績予想に変更はありません。実際の業績は今後様々な要因によって予

想数値と異なる場合があります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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第１四半期連結会計期間において、FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.を新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。 

  

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 6,905 9,221

受取手形及び売掛金 16,740 15,161

有価証券 500 －

商品及び製品 2,883 2,921

仕掛品 724 656

原材料及び貯蔵品 899 895

未収入金 974 1,035

繰延税金資産 437 421

その他 89 143

貸倒引当金 △1 △3

流動資産合計 30,149 30,450

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,592 3,463

機械装置及び運搬具（純額） 1,482 1,396

工具、器具及び備品（純額） 226 235

土地 1,859 1,862

リース資産（純額） 471 481

建設仮勘定 18 84

有形固定資産合計 7,649 7,522

無形固定資産   

その他 268 222

投資その他の資産   

投資有価証券 2,575 2,800

長期前払費用 38 65

前払年金費用 795 894

繰延税金資産 16 16

その他 207 215

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,631 3,990

固定資産合計 11,548 11,734

資産合計 41,697 42,185
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,097 12,341

短期借入金 187 199

1年内返済予定の長期借入金 200 200

未払金 369 209

未払法人税等 341 254

未払費用 928 1,026

賞与引当金 549 571

その他 654 507

流動負債合計 15,325 15,305

固定負債   

長期借入金 600 500

リース債務 478 452

繰延税金負債 101 187

退職給付引当金 42 46

役員退職慰労引当金 227 232

環境対策引当金 12 1

固定負債合計 1,460 1,417

負債合計 16,785 16,722

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,194 2,194

資本剰余金 1,511 1,511

利益剰余金 20,797 21,095

自己株式 △35 △36

株主資本合計 24,466 24,764

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 270 393

為替換算調整勘定 △239 △166

その他の包括利益累計額合計 31 227

少数株主持分 415 472

純資産合計 24,912 25,462

負債純資産合計 41,697 42,185
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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 18,780 19,525

売上原価 14,062 14,468

売上総利益 4,718 5,056

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 1,078 1,140

広告宣伝費 131 119

役員報酬 84 86

従業員給料 944 981

賞与引当金繰入額 280 302

減価償却費 148 160

賃借料 300 296

その他 1,201 1,292

販売費及び一般管理費合計 4,167 4,376

営業利益 551 680

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 35 40

持分法による投資利益 24 25

その他 50 68

営業外収益合計 110 134

営業外費用   

支払利息 4 4

その他 42 34

営業外費用合計 46 38

経常利益 615 776

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 4 48

投資有価証券評価損 106 0

特別損失合計 110 48

税金等調整前四半期純利益 506 727

法人税、住民税及び事業税 72 242

法人税等調整額 138 32

法人税等合計 210 274

少数株主損益調整前四半期純利益 295 453

少数株主利益 8 0

四半期純利益 288 453
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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 295 453

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △105 123

為替換算調整勘定 9 56

持分法適用会社に対する持分相当額 5 32

その他の包括利益合計 △90 211

四半期包括利益 205 664

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 195 649

少数株主に係る四半期包括利益 10 15
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 506 727

減価償却費 608 562

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 39 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 2

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △11

長期未払金の増減額（△は減少） △55 －

受取利息及び受取配当金 △36 △41

支払利息 4 4

為替差損益（△は益） 4 0

持分法による投資損益（△は益） △24 △25

有形固定資産除却損 4 48

投資有価証券評価損益（△は益） 106 0

売上債権の増減額（△は増加） 125 1,592

たな卸資産の増減額（△は増加） 133 46

仕入債務の増減額（△は減少） △701 241

その他 △56 △183

小計 671 2,993

利息及び配当金の受取額 84 72

利息の支払額 △5 △5

法人税等の支払額 △106 △329

営業活動によるキャッシュ・フロー 644 2,731

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △799 △526

投資有価証券の取得による支出 △78 －

少数株主からの子会社株式の取得による支出 △28 －

その他 △138 △44

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,043 △570

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △200 △100

少数株主からの払込みによる収入 － 41

自己株式の取得による支出 － △1

リース債務の返済による支出 △120 △139

少数株主への配当金の支払額 △3 －

配当金の支払額 △155 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー △477 △353

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △877 1,816

現金及び現金同等物の期首残高 7,062 7,405

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,185 9,221
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）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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