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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 12,388 △8.4 493 △35.1 303 107.6 210 48.8
24年3月期第2四半期 13,529 9.7 760 63.2 146 ― 141 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 136百万円 （△41.3％） 24年3月期第2四半期 232百万円 （―％）

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3月期第2四半期 4.89 ―
24年3月期第2四半期 3.26 ―

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

25年3月期第2四半期 32,164 12,873 34.6 258.39
24年3月期 33,040 12,964 33.9 259.96
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  11,134百万円 24年3月期  11,203百万円

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  
現時点における期末配当予想額は未定であります。 

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3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 24,500 △9.2 900 △42.5 500 △56.1 250 △28.9 5.80



(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  ：  有  
詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。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 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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、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 
１．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等は、【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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
２．期末配当予想額につきましては、今後の業績の見通しが不透明であることから、現時点では未定とさせていただき、今後の業績推移や事業環境などを勘案し
た上で、決定次第速やかに開示を行う予定であります。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 45,106,764 株 24年3月期 45,106,764 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,013,075 株 24年3月期 2,011,247 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 43,094,779 株 24年3月期2Q 43,396,542 株
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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、欧州債務問題の長期化や中国をはじめとする新興

国経済の成長鈍化等、世界的な景気減速が顕著となりました。一方、国内経済は、一部には東日本大

震災の復興需要が見られたものの、世界経済の減速や円高の長期化の影響等を受けて、先行き不透明

な状況で推移しました。 

このような事業環境の下、当社グループは、国内外の幅広い顧客への販売活動を展開するととも

に、低価格、省エネ、グローバル対応の新商品の開発・シリーズ拡充等を図り、売上確保に注力いた

しました。また、引続き固定費の圧縮、生産性の向上、原価低減活動等を通じて、損益面での改善に

鋭意取り組みました。海外展開としては、アセアン地域における油圧市場での事業拡大を図るため、

平成24年4月に、タイ国内に「YUKEN SEA CO.,LTD.」(非連結子会社)を設立致しました。 

当第２四半期連結累計期間の実績といたしましては、売上高は、前年同四半期に比べ8.4%（11億４

千１百万円）減少し、123億８千８百万円となりました。営業利益は、前年同四半期に比べ35.1%（２

億６千７百万円）減少し、４億９千３百万円となり、経常利益は、為替差損１億１千５百万円が計上

されたものの、前年同四半期に比べ107.6%（１億５千７百万円）増加し、３億３百万円となりまし

た。また、四半期純利益も、前年同四半期に比べ48.8%（６千９百万円）増加し、２億１千万円となり

ました。 

当社の単独業績につきましては、売上高75億１千９百万円（前年同四半期比11.8%減)、営業利益３

百万円（前年同四半期比97.7%減)、経常損失７千８百万円（前年同四半期、経常損失３億８千６百万

円)、四半期純損失４千３百万円（前年同四半期、四半期純損失１億９千３百万円)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から８億７千５百万円減少し、321億

６千４百万円となりました。主な増減は流動資産では、受取手形及び売掛金の減少6億１千６百万円、

現金及び預金の増加１億２千８百万円、たな卸資産の減少３億３千５百万円、固定資産では、投資有

価証券の減少２億３千８百万円等であります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて７億８千４百万円減少し、192億９千１百万円となりまし

た。主な増減は、支払手形及び買掛金の減少４億９千２百万円、短期借入金の減少１億７千４百万

円、長期借入金の減少２億９千５百万円、退職給付引当金の増加１億９千７百万円等であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて９千１百万円減少し、128億７千３百万円となりました。

主な増減は、その他有価証券評価差額金の減少２億５千９百万円、為替換算調整勘定の増加１億５千

５百万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.7ポイント増加し、34.6%となり

ました。 

 (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は、投資活動、財務活動のキャッシュ・

フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローより増加したため、１億２千１百

万円増加し、35億５千８百万円（前年同四半期末比34.0%減）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、増加要因としては、税金等調整前四半期

純利益３億円、売上債権の減少６億７百万円、たな卸資産の減少３億６千１百万円等であり、減少要

因としては、仕入債務の減少４億９千２百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは12億１千６百万円の収入となり、前年同四半期に比べ10億２千５百万円収入が増加して

おります。 

投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、増加要因としては、投資有価証券の売却

による収入２億８千４百万円等であり、減少要因としては、投資有価証券の取得による支出３億７千

３百万円、有形固定資産の取得による支出４億７百万円等であります。その結果、投資活動によるキ

ャッシュ・フローは５億８百万円の支出となり、前年同四半期に比べ２億２千７百万円支出が増加し

ております。 

財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、増加要因としては、短期借入金純増額２

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

油研工業(6393)　平成25年３月期　第２四半期決算短信

- 2 -



億１千８百万円等であり、減少要因としては、長期借入金の返済による支出７億５千万円等であり

ます。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは６億８千６百万円の支出となり、前年同四半

期に比べ18億１千７百万円支出が増加しております。 

当社は、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、コミ

ットメントの総額は、40億円、当第２四半期会計期間末のコミットメントラインの借入未実行残高は

27億３千６百万円となっております。 

  

今後の見通しにつきましては、中国を中心に新興国市場での景気減速基調が暫く続くものと予想さ

れ、また、円高の長期化等、予断を許さない状況が継続するものと見込まれます。 

このような状況の下で、当社クループといたしましては、グローバルな事業展開を進めるために、グ

ループ子会社との分業と連携を図りながら、中長期的な成長に向けた施策を推進してまいります。ま

た、生産性の向上、原価の低減、固定費の削減を徹底することで、売上と利益の向上に注力し、高収益

体質企業の基盤構築に努めてまいります。  

なお、業績予想につきましては、現時点では平成24年11月５日に公表いたしました業績予想を変更し

ておりません。今後、修正の必要性が生じた場合には、速やかに開示してまいります。 

  

  

  

  

  

該当事項はありません。  

  

（税金費用の計算）  

    当連結会計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する方法を採用しております。 

  

（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）  

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４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。この変更による当第２四半期連結累計期間への影響額は軽微であります。 

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,824,266 3,953,181

受取手形及び売掛金 11,744,248 11,127,708

有価証券 74,049 66,377

商品及び製品 3,180,217 2,899,976

仕掛品 1,113,556 1,216,784

原材料及び貯蔵品 2,976,714 2,818,560

その他 590,969 642,390

貸倒引当金 △123,520 △123,396

流動資産合計 23,380,502 22,601,583

固定資産   

有形固定資産 5,722,386 5,741,859

無形固定資産   

のれん 8,465 15,543

その他 105,351 125,753

無形固定資産合計 113,816 141,297

投資その他の資産   

投資有価証券 2,359,193 2,120,951

その他 1,478,633 1,570,719

貸倒引当金 △13,659 △11,513

投資その他の資産合計 3,824,167 3,680,156

固定資産合計 9,660,371 9,563,313

資産合計 33,040,873 32,164,896

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,748,179 5,255,871

短期借入金 5,902,594 5,728,549

未払法人税等 82,476 27,420

引当金 218,461 242,207

その他 933,373 925,205

流動負債合計 12,885,084 12,179,253

固定負債   

長期借入金 4,731,520 4,435,530

退職給付引当金 2,395,850 2,592,923

環境対策引当金 6,970 6,970

資産除去債務 4,260 4,277

その他 52,281 72,675

固定負債合計 7,190,883 7,112,377

負債合計 20,075,967 19,291,630
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,109,101 4,109,101

資本剰余金 3,853,007 3,853,007

利益剰余金 4,827,340 4,865,590

自己株式 △513,005 △513,280

株主資本合計 12,276,444 12,314,418

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 419,359 160,018

繰延ヘッジ損益 － △2,368

為替換算調整勘定 △1,492,681 △1,337,138

その他の包括利益累計額合計 △1,073,322 △1,179,488

少数株主持分 1,761,783 1,738,335

純資産合計 12,964,906 12,873,266

負債純資産合計 33,040,873 32,164,896
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 13,529,284 12,388,240

売上原価 10,264,927 9,429,816

売上総利益 3,264,356 2,958,423

販売費及び一般管理費 2,503,868 2,465,042

営業利益 760,488 493,381

営業外収益   

受取利息 4,368 8,469

受取配当金 37,856 29,008

その他 52,282 35,271

営業外収益合計 94,507 72,748

営業外費用   

支払利息 125,316 135,049

為替差損 469,781 115,924

その他 113,707 11,637

営業外費用合計 708,806 262,612

経常利益 146,189 303,517

特別利益   

固定資産売却益 3,687 2,442

投資有価証券売却益 7,845 －

特別利益合計 11,533 2,442

特別損失   

投資有価証券売却損 － 5,379

固定資産売却損 4,057 －

特別損失合計 4,057 5,379

税金等調整前四半期純利益 153,666 300,580

法人税等 △82,081 35,011

少数株主損益調整前四半期純利益 235,747 265,568

少数株主利益 94,164 54,936

四半期純利益 141,582 210,631
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 235,747 265,568

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △105,134 △259,340

繰延ヘッジ損益 3,176 △2,368

為替換算調整勘定 99,058 132,778

その他の包括利益合計 △2,898 △128,930

四半期包括利益 232,848 136,637

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 211,629 104,465

少数株主に係る四半期包括利益 21,219 32,172
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 153,666 300,580

減価償却費 341,715 354,197

のれん償却額 27,217 14,186

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,820 △1,840

退職給付引当金の増減額（△は減少） 79,355 197,072

受取利息及び受取配当金 △42,225 △37,477

支払利息 125,316 135,049

為替差損益（△は益） 58,754 16,604

売上債権の増減額（△は増加） 414,071 607,980

たな卸資産の増減額（△は増加） △756,159 361,364

仕入債務の増減額（△は減少） 33,983 △492,143

その他 15,548 △3,497

小計 443,425 1,452,077

利息及び配当金の受取額 42,225 37,477

利息の支払額 △117,423 △134,928

法人税等の支払額 △177,196 △137,966

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,029 1,216,659

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 △443,670 △407,388

有形固定資産の売却による収入 15,329 6,064

投資有価証券の取得による支出 △66,874 △373,351

投資有価証券の売却による収入 67,883 284,617

貸付けによる支出 △500 △3,616

貸付金の回収による収入 300 294

その他 146,523 △15,441

投資活動によるキャッシュ・フロー △281,008 △508,821

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 606,946 218,289

長期借入れによる収入 1,750,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △951,874 △750,720

自己株式の取得による支出 △223 △275

配当金の支払額 △128,916 △170,367

少数株主への配当金の支払額 △140,331 △76,536

その他 △3,967 △6,458

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,131,633 △686,068

現金及び現金同等物に係る換算差額 141,767 99,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,183,422 121,239

現金及び現金同等物の期首残高 4,127,415 3,437,271

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 82,594 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,393,433 3,558,510
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．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 

(単位：千円) 

 
(注) １ 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第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) 

１．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 

(単位：千円) 

 
(注) １ 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、法人税法の改正に

伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。この変更による当第２四半期連結累計期間のセグメン

ト利益への影響額は軽微であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額 
(注1)

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注２)

日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高

  外部顧客への売上高 6,954,844 6,465,518 108,921 13,529,284 ― 13,529,284

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

2,526,858 499,922 ― 3,026,780 △3,026,780 ―

計 9,481,702 6,965,440 108,921 16,556,064 △3,026,780 13,529,284

セグメント利益 204,573 638,567 1,148 844,289 △83,800 760,488

報告セグメント
調整額 
(注1)

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注２)

日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,217,484 5,019,388 151,367 12,388,240 ― 12,388,240

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,317,305 325,529 ― 1,642,834 △1,642,834 ―

計 8,534,789 5,344,917 151,367 14,031,074 △1,642,834 12,388,240

セグメント利益 83,685 248,258 13,552 345,496 147,884 493,381
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。  

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア……中国、台湾、インド、韓国 

 (2) 北米……アメリカ 

 (3) ヨーロッパ……イギリス 

  

  

当第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) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。  

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア……中国、台湾、インド、韓国 

 (2) 北米……アメリカ 

 (3) ヨーロッパ……イギリス 

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

４．補足情報

    海外売上高

アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,646,062 193,699 121,891 70,856 7,032,510

Ⅱ 連結売上高(千円) 13,529,284

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

49.1 1.4 0.9 0.6 52.0

アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,120,108 137,670 143,441 98,920 5,500,140

Ⅱ 連結売上高(千円) 12,388,240

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

41.3 1.1 1.2 0.8 44.4
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