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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 4,418 16.8 91 △7.6 113 20.6 93 8.0
25年3月期第3四半期 3,784 △5.7 98 △48.9 93 △40.8 86 △35.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 225百万円 （139.0％） 25年3月期第3四半期 94百万円 （△37.2％）

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3四半期 14.76 ―
25年3月期第3四半期 13.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第3四半期 7,828 5,851 74.7 923.72
25年3月期 7,562 5,663 74.9 894.14
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 5,851百万円 25年3月期 5,663百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 8.00 8.00

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 5,460 7.3 136 19.7 150 18.0 130 9.7 20.52



(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、その達
成を当社として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、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）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 7,300,000 株 25年3月期 7,300,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 965,737 株 25年3月期 965,474 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 6,334,498 株 25年3月期3Q 6,485,114 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による財政・金融政策を背景に、円安・株高

が進むとともに企業収益が改善し、個人消費も底堅く推移するなど景気は緩やかな回復傾向が見られま

した。一方で、円安進行による原材料価格の上昇や来年度からの消費増税の影響による消費マインド減

退の懸念など国内景気の下振れ要素があり、先行き不透明な状況が続いております。 

このような経済環境のもと、当社グループにおきましては、徹底した体質改革を実施し、コスト競争

力のある生産調達ルートの確立と企画開発力の強化を目指し、①成長戦略に基づくグローバル営業戦略

の強化、②購買／生産領域のコスト体質改革と効率化、③品質領域のグローバル体制の確立、④魅力あ

る提案企画開発力の強化、⑤原価／経費の徹底管理と収益体質の監視・確立を重点方針としておりま

す。 

当第３四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は4,418百万円（前年同期比16.8％

増）、営業利益は91百万円（前年同期比7.6％減）、経常利益は113百万円（前年同期比20.6％増）、四

半期純利益は93百万円（前年同期比8.0％増）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

［自動車用品関連］ 

自動車用品関連につきましては、各自動車メーカーの新車投入効果が牽引し、低燃費で人気のあるハ

イブリッド車や価格面や維持費が安く燃費効率の良い軽自動車の販売が好調に推移したことに加え、来

年度からの消費増税を控えた駆け込み需要も後押しし、当社ＯＥＭ純正フロアーマットの販売も好調に

推移いたしましたが、利益面においては円安進行による原材料価格の上昇の影響を受け、売上高は

3,091百万円（前年同期比23.9％増）、営業利益は81百万円（前年同期比21.7％減）となりました。 

［産業資材関連］ 

産業資材関連につきましては、主に家電製品関連において、国内景気の持ち直しを背景に、節電機能

に優れた白物家電用部材（冷蔵庫、洗濯機など）の販売が比較的安定して推移したことに加え、販管費

抑制の効果などから、売上高は1,327百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益９百万円（前年同期は営

業損失６百万円）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における当社グループの財政状態は次のとおりとなりました。  

＜資産の部＞ 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は7,828百万円となり、前連結会計年度末と比較して265百万

円の増加となりました。 

流動資産の合計は4,669百万円となり、前連結会計年度末と比較して217百万円の増加となりました。

その主な要因は、現金及び預金の減少393百万円、受取手形及び売掛金の増加148百万円、たな卸資産の

増加403百万円によるものであります。 

固定資産の合計は3,158百万円となり、前連結会計年度末と比較して48百万円の増加となりました。

その主な要因は、投資その他の資産の増加31百万円によるものであります。 

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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＜負債の部＞  

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は1,977百万円となり、前連結会計年度末と比較して78百万

円の増加となりました。 

流動負債の合計は1,494百万円となり、前連結会計年度末と比較して110百万円の増加となりました。

その主な要因は、電子記録債務の増加187百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少74百万円による

ものであります。 

固定負債の合計は482百万円となり、前連結会計年度末と比較して31百万円の減少となりました。そ

の主な要因は、長期借入金の減少12百万円、役員退職慰労引当金の減少15百万円によるものでありま

す。 

＜純資産の部＞ 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は5,851百万円となり、前連結会計年度末と比較して187百

万円の増加となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加55百万円、その他有価証券評価差額金の

増加21百万円、為替換算調整勘定の増加105百万円によるものであります。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。  

  

（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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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：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,788,125 1,394,295

受取手形及び売掛金 1,261,249 1,410,238

有価証券 129,339 145,066

商品及び製品 543,594 839,303

仕掛品 75,042 93,877

原材料及び貯蔵品 503,267 592,660

繰延税金資産 67,503 64,811

未収入金 57,542 42,159

その他 26,379 87,410

流動資産合計 4,452,044 4,669,823

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 933,428 909,570

土地 1,544,809 1,544,809

その他（純額） 187,711 200,452

有形固定資産合計 2,665,949 2,654,832

無形固定資産   

土地使用権 176,571 191,239

その他 5,849 19,831

無形固定資産合計 182,420 211,070

投資その他の資産   

投資その他の資産 261,704 293,068

貸倒引当金 － △679

投資その他の資産合計 261,704 292,389

固定資産合計 3,110,075 3,158,292

資産合計 7,562,119 7,828,115

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 417,825 430,457

電子記録債務 603,319 791,074

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 116,960 41,990

未払法人税等 21,390 18,757

賞与引当金 40,611 22,881

役員賞与引当金 6,000 －

その他 127,378 139,175

流動負債合計 1,383,484 1,494,335

固定負債   

長期借入金 24,800 12,200

繰延税金負債 6,982 6,239

再評価に係る繰延税金負債 326,740 326,740

退職給付引当金 84,310 74,790

役員退職慰労引当金 38,957 23,059

資産除去債務 25,597 25,932

その他 7,290 13,715

固定負債合計 514,678 482,679

負債合計 1,898,163 1,977,014
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,700 1,241,700

資本剰余金 1,203,754 1,203,754

利益剰余金 3,135,552 3,191,069

自己株式 △236,319 △236,377

株主資本合計 5,344,687 5,400,146

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △13,522 8,067

繰延ヘッジ損益 4,324 8,666

土地再評価差額金 431,493 431,493

為替換算調整勘定 △103,025 2,726

その他の包括利益累計額合計 319,269 450,953

純資産合計 5,663,956 5,851,100

負債純資産合計 7,562,119 7,828,115
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 3,784,086 4,418,718

売上原価 2,758,247 3,348,596

売上総利益 1,025,838 1,070,121

販売費及び一般管理費 927,273 979,054

営業利益 98,564 91,067

営業外収益   

受取利息 2,590 3,114

受取配当金 2,299 486

受取賃貸料 21,870 21,870

為替差益 － 11,759

その他 9,844 11,492

営業外収益合計 36,605 48,722

営業外費用   

支払利息 3,288 5,088

賃貸費用 19,515 19,171

為替差損 15,114 －

その他 3,298 2,219

営業外費用合計 41,216 26,479

経常利益 93,953 113,310

特別利益   

固定資産売却益 383 247

特別利益合計 383 247

特別損失   

固定資産処分損 21 1,002

投資有価証券評価損 5,848 －

特別損失合計 5,869 1,002

税金等調整前四半期純利益 88,467 112,555

法人税、住民税及び事業税 9,660 18,353

法人税等調整額 △7,781 677

法人税等合計 1,878 19,031

少数株主損益調整前四半期純利益 86,588 93,524

少数株主利益 － －

四半期純利益 86,588 93,524
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 86,588 93,524

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,033 21,589

繰延ヘッジ損益 1,499 4,341

為替換算調整勘定 △907 105,752

その他の包括利益合計 7,625 131,684

四半期包括利益 94,214 225,208

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 94,214 225,208

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はりません。  

  

該当事項はありません。  

  

セグメント情報  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) セグメント利益又は損失の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) セグメント利益の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

（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）

（セグメント情報等）

    (単位：千円)

 

報告セグメント

自動車用品関連 産業資材関連 計

売上高      

  外部顧客への売上高 2,494,584 1,289,502 3,784,086

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─

計 2,494,584 1,289,502 3,784,086

セグメント利益又は損失(△) 104,565 △6,001 98,564
 

    (単位：千円)

 

報告セグメント

自動車用品関連 産業資材関連 計

売上高      

  外部顧客への売上高 3,091,037 1,327,681 4,418,718

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─

計 3,091,037 1,327,681 4,418,718

セグメント利益 81,852 9,215 91,067
 

永大化工㈱（7877）平成26年３月期　第３四半期決算短信

─　9　─




