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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） 

 

(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 ％

26年3月期第2四半期 35,705 △3.9 2,854 2.9 3,684 13.2 2,506 25.1
25年3月期第2四半期 37,145 1.0 2,773 10.3 3,255 1.4 2,003 △7.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 5,099百万円 （128.3％） 25年3月期第2四半期 2,233百万円 （△4.0％）

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 25.52 25.50
25年3月期第2四半期 20.40 ―

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 84,894 57,315 63.5
25年3月期 80,307 52,720 62.0
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  53,873百万円 25年3月期  49,763百万円

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

25年3月期 ― 6.00 ― 5.00 11.00
26年3月期 ― 6.00
26年3月期（予想） ― 6.00 12.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 73,000 2.0 5,800 22.8 7,000 15.2 4,300 18.0 43.79



(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きの対象外であり、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きが実施中です。 

※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、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年3月期2Q 106,484,667 株 25年3月期 106,484,667 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 8,285,053 株 25年3月期 8,297,726 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 98,198,302 株 25年3月期2Q 98,195,891 株
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国経済は財政問題がくすぶり続けるものの引き続き堅調を持

続し、欧州経済もようやく 悪期を脱しつつあるように見られます。中国をはじめとする新興国経済は一時の高成

長から大幅に減速したものの、総じて成長は維持しています。

我が国経済は、経済対策や金融緩和策により円安・株高が進み、景気は回復基調にあります。

当社グループ事業と関連の深い自動車産業におきましては、エコカー補助金制度終了による反動等から、四輪車

国内生産台数は昨年後半より前年同月比減少が続いていましたが、９月単月では約１年ぶりにようやく前年同月比

増加に転じました。

このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間における当社グループ売上高は35,705百万円（前年同四半期

比3.9％減）となりました。利益面では、海外生産拠点での生産能力拡大投資による償却費の負担先行等があった

ものの、原価低減活動推進等の合理化効果により、営業利益は2,854百万円（前年同四半期比2.9％増）となりまし

た。また経常利益は海外の持分法投資利益対象会社の好調もあり3,684百万円（前年同四半期比13.2％増）とな

り、四半期純利益も2,506百万円（前年同四半期比25.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は84,894百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,586百万円増加

しました。これは、設備の増強・更新等により有形固定資産が1,547百万円増加したこと等によるものです。

負債につきましては、27,579百万円となり、前連結会計年度末に比べ7百万円減少しました。

純資産につきましては、57,315百万円と前連結会計年度末に比べ4,594百万円増加しました。これは、利益剰余

金の増加及び為替換算調整勘定の影響等によるものです。

この結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は63.5％となり、前連結会計年度末に比べ1.5ポ

イント増加しました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。」は、8,754百万円となりま

した。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（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、3,777百万円の資金増加（前年同四半期は3,023百万円の資金増加）とな

りました。

（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、定期預金の純増額による支出があったこと及び設備の増強・更新等の有

形固定資産取得による支出があったこと等により、6,354百万円の資金減少（前年同四半期は3,213百万円の資金減

少）となりました。

（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、配当金の支払いに加え、借入金を返済したこと等により、928百万円の

資金減少（前年同四半期は1,246百万円の資金減少）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点における通期の業績予想は、平成25年５月９日に公表いたしました業績予想を修正しておりません。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

㈱リケン（6462）　平成26年3月期第2四半期決算短信

3



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 8,002 7,705

受取手形及び売掛金 17,210 17,550

有価証券 4,041 4,500

商品及び製品 5,291 5,210

仕掛品 2,255 2,930

原材料及び貯蔵品 1,607 1,545

繰延税金資産 1,019 1,024

その他 1,100 1,719

貸倒引当金 △16 △14

流動資産合計 40,513 42,171

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,377 8,546

機械装置及び運搬具（純額） 9,673 9,470

土地 2,654 2,717

建設仮勘定 1,150 2,620

その他（純額） 471 520

有形固定資産合計 22,327 23,874

無形固定資産 645 985

投資その他の資産

投資有価証券 9,514 10,370

繰延税金資産 2,270 2,074

前払年金費用 4,098 4,520

保険積立金 411 410

その他 578 539

貸倒引当金 △52 △52

投資その他の資産合計 16,821 17,862

固定資産合計 39,794 42,722

資産合計 80,307 84,894
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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 10,675 11,260

短期借入金 3,705 3,354

未払法人税等 395 506

賞与引当金 1,745 1,788

その他 4,460 4,304

流動負債合計 20,982 21,214

固定負債

長期借入金 5,000 5,000

退職給付引当金 817 886

役員退職慰労引当金 560 329

環境対策引当金 207 123

その他 19 24

固定負債合計 6,604 6,364

負債合計 27,587 27,579

純資産の部

株主資本

資本金 8,573 8,573

資本剰余金 6,604 6,604

利益剰余金 41,608 43,622

自己株式 △3,728 △3,722

株主資本合計 53,058 55,079

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 64 97

為替換算調整勘定 △3,359 △1,302

その他の包括利益累計額合計 △3,294 △1,205

新株予約権 37 21

少数株主持分 2,919 3,419

純資産合計 52,720 57,315

負債純資産合計 80,307 84,894
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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 37,145 35,705

売上原価 29,218 27,780

売上総利益 7,927 7,925

販売費及び一般管理費 5,154 5,070

営業利益 2,773 2,854

営業外収益

受取利息及び配当金 48 32

持分法による投資利益 474 674

生命保険配当金 1 0

受取ロイヤリティー 163 202

為替差益 － 167

その他 75 54

営業外収益合計 763 1,130

営業外費用

支払利息 69 58

為替差損 95 －

支払補償費 16 93

その他 100 148

営業外費用合計 281 300

経常利益 3,255 3,684

特別利益

固定資産売却益 1 1

投資有価証券売却益 9 －

新株予約権戻入益 － 13

特別利益合計 10 15

特別損失

固定資産除却損 7 13

減損損失 33 3

その他 40 0

特別損失合計 81 17

税金等調整前四半期純利益 3,184 3,682

法人税、住民税及び事業税 719 732

法人税等調整額 146 192

法人税等合計 865 925

少数株主損益調整前四半期純利益 2,318 2,757

少数株主利益 315 251

四半期純利益 2,003 2,506
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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 2,318 2,757

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △37 32

為替換算調整勘定 △5 1,526

持分法適用会社に対する持分相当額 △42 782

その他の包括利益合計 △85 2,342

四半期包括利益 2,233 5,099

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,969 4,595

少数株主に係る四半期包括利益 264 503
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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 3,184 3,682

減価償却費 1,768 1,874

減損損失 33 3

持分法による投資損益（△は益） △474 △674

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60 48

前払年金費用の増減額（△は増加） △139 △421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34 △230

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △3

環境対策引当金の増減額（△は減少） △22 △83

受取利息及び受取配当金 △48 △32

支払利息 69 58

為替差損益（△は益） 2 △145

投資有価証券売却損益（△は益） △9 －

固定資産除却損 7 13

固定資産売却損益（△は益） △1 △1

売上債権の増減額（△は増加） 949 △56

たな卸資産の増減額（△は増加） 326 △221

仕入債務の増減額（△は減少） △1,336 299

未払消費税等の増減額（△は減少） 0 6

その他 △432 △348

小計 3,905 3,766

利息及び配当金の受取額 422 772

利息の支払額 △71 △58

法人税等の支払額 △1,232 △703

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,023 3,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △1,135 △2,930

有価証券の売却による収入 － 45

有形固定資産の取得による支出 △1,907 △2,823

有形固定資産の売却による収入 63 52

無形固定資産の取得による支出 △186 △359

投資有価証券の取得による支出 － △36

投資有価証券の売却及び償還による収入 10 －

その他の支出 △220 △437

その他の収入 163 134

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,213 △6,354
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（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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △317 －

長期借入れによる収入 270 －

長期借入金の返済による支出 △429 △335

リース債務の返済による支出 △4 △3

自己株式の売却による収入 － 8

自己株式の取得による支出 △1 △4

配当金の支払額 △490 △491

少数株主への配当金の支払額 △274 △101

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,246 △928

現金及び現金同等物に係る換算差額 68 605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,366 △2,900

現金及び現金同等物の期首残高 11,671 11,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,304 8,754
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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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