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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 19,428 3.1 1,017 24.4 524 109.7 248 239.5
23年3月期第3四半期 18,843 44.3 817 ― 250 ― 73 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △203百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 26百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 5.73 ―
23年3月期第3四半期 1.69 ―

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

24年3月期第3四半期 32,712 12,469 33.0 248.61
23年3月期 32,093 12,943 34.6 255.85
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  10,788百万円 23年3月期  11,103百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 4.00 4.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 26,000 △1.5 1,500 47.2 800 26.8 400 194.3 9.22



(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 

(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 45,106,764 株 23年3月期 45,106,764 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,710,887 株 23年3月期 1,709,841 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 43,396,320 株 23年3月期3Q 43,401,817 株
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当第３四半期連結累計期間における経済情勢は、東日本大震災からの復興に伴う生産の持ち直し等、

徐々に回復の兆しが見られた一方で、タイの洪水による生産調整、欧州の財政問題による世界的な景気

の減速、新興国でのインフレ抑制のための金融引き締めの影響、歴史的な円高の継続等、依然として厳

しい状況で推移いたしました。 

このような環境下で、当社グループは、国内外の既存・新規顧客への拡販に注力するとともに、低価

格・省エネ・グローバル対応の新商品の開発・シリーズ拡充等により売上確保に注力した結果、当第３

四半期連結累計期間における連結売上高は194億２千８百万円と前年同四半期比3.1%の増加となりまし

た。 

損益面では、引続き固定費の圧縮、生産性の向上や原価低減活動に取り組んでまいりました結果、営

業利益は前年同四半期比24.4%増加の10億１千7百万円を計上いたしました。円高の進行に伴う為替差損

３億５千４百万円の発生がありましたが、経常利益は前年同四半期比109.7%増加の５億２千４百万円、

四半期純利益は前年同四半期比239.5%増加の２億４千８百万円となりました。 

なお、当社の子会社である油研(上海)商貿有限公司を当連結会計年度より連結子会社としておりま

す。 
  

当第３四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６億１千９百万円増加し、327億

１千２百万円となりました。主な増減は、現金及び預金の減少８億２百万円、たな卸資産の増加11億８

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10億９千２百万円増加し、202億４千２百万円となりまし

た。これは長期借入金が９億３千５百万円増加したこと等によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて４億７千３百万円減少し、124億６千９百万円となりまし

た。主な増減は、為替換算調整勘定の減少２億５千６百万円、少数株主持分の減少１億５千９百万円等

であります。自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.6ポイント減少し、33.0%となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、財務活動のキャッシュ・フローにより

増加したものの、営業活動、投資活動のキャッシュ・フローにより減少したため、６億８千７百万円減

少し、35億２千２百万円（前連結会計年度末比14.6％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５億３千８百万円等であり、減少要因としては、売上債権の増加３億２千７百万円、たな卸資産の

増加13億２千７百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは７億５千９百万

円の支出となり、前年同四半期に比べ２億５千５百万円支出が減少しております。 

投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、投資有価証券の取得による支出５億６千２

百万円、有形固定資産の取得による支出５億６千６百万円等であります。その結果、投資活動によるキ

ャッシュ・フローは９億１千1百万円の支出となり、前年同四半期に比べ６億３千４百万円支出が増加

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、減少要因としては、長期借入金の返済によ

る支出13億２千２百万円等であり、増加要因としては、短期借入金純増額６億４千１百万円、長期借入

れによる収入19億８千万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは10億２千２

百万円の収入となり、前年同四半期に比べ１億８千５百万円収入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、平成23

年９月に３年間、枠40億円の契約として更改いたしました。当第３四半期連結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38億８千万円となっております。 

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
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今後の見通しにつきましては、円高の長期化による輸出環境の悪化が懸念され、海外経済は依然とし

て先行き不透明な状況が続くものと予想されます。当社グループといたしましては、中国、インド等、

アジアを中心とする地域での需要の開拓に引続き注力し、グループ子会社との分業と連携を図りながら

海外市場展開の一層の強化に取り組むとともに、生産性の向上、原価の低減、固定費の削減を徹底し、

売上と利益の向上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23年11月７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。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,729,998 3,927,021

受取手形及び売掛金 10,954,700 10,919,857

有価証券 8,474 56,994

商品及び製品 2,644,138 3,319,181

仕掛品 1,162,756 1,304,281

原材料及び貯蔵品 2,740,465 3,032,619

その他 1,086,822 1,044,501

貸倒引当金 △177,928 △162,174

流動資産合計 23,149,428 23,442,281

固定資産   

有形固定資産 5,471,636 5,513,672

無形固定資産   

のれん 62,201 22,074

その他 72,674 71,820

無形固定資産合計 134,876 93,894

投資その他の資産   

投資有価証券 2,036,025 2,163,620

その他 1,315,305 1,513,113

貸倒引当金 △13,984 △13,984

投資その他の資産合計 3,337,346 3,662,749

固定資産合計 8,943,859 9,270,316

資産合計 32,093,287 32,712,598

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,538,134 6,319,580

短期借入金 3,244,207 3,431,926

未払法人税等 117,821 69,764

引当金 196,279 155,361

その他 781,557 981,835

流動負債合計 10,877,999 10,958,467

固定負債   

長期借入金 5,870,004 6,805,780

退職給付引当金 2,313,206 2,412,198

環境対策引当金 6,970 6,970

資産除去債務 4,223 4,250

その他 77,343 55,076

固定負債合計 8,271,747 9,284,276

負債合計 19,149,747 20,242,743
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 4,608,442 4,727,612

自己株式 △461,118 △461,341

株主資本合計 12,109,433 12,228,380

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 216,514 73,725

繰延ヘッジ損益 31,937 △2,028

為替換算調整勘定 △1,254,637 △1,511,312

その他の包括利益累計額合計 △1,006,185 △1,439,614

少数株主持分 1,840,292 1,681,089

純資産合計 12,943,540 12,469,854

負債純資産合計 32,093,287 32,712,598
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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22年４月１日 
  至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年12月31日) 

売上高 18,843,481 19,428,573

売上原価 14,447,156 14,716,615

売上総利益 4,396,325 4,711,957

販売費及び一般管理費 3,578,586 3,694,879

営業利益 817,738 1,017,078

営業外収益   

受取利息 6,316 7,221

受取配当金 30,285 49,064

雇用調整助成金 18,766 －

その他 58,907 64,908

営業外収益合計 114,276 121,193

営業外費用   

支払利息 166,819 189,418

為替差損 494,762 354,303

その他 20,124 69,720

営業外費用合計 681,706 613,441

経常利益 250,308 524,830

特別利益   

固定資産売却益 178 5,451

投資有価証券売却益 － 12,110

貸倒引当金戻入額 1,290 －

株式割当益 33,584 －

特別利益合計 35,054 17,562

特別損失   

固定資産売却損 － 3,813

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,958 －

環境対策引当金繰入額 10,530 －

特別損失合計 13,489 3,813

税金等調整前四半期純利益 271,873 538,578

法人税等 △17,701 142,779

少数株主損益調整前四半期純利益 289,575 395,799

少数株主利益 216,322 147,142

四半期純利益 73,252 248,657
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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22年４月１日 
  至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 289,575 395,799

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,795 △143,796

繰延ヘッジ損益 △6,964 △33,965

為替換算調整勘定 △248,148 △421,449

その他の包括利益合計 △262,907 △599,211

四半期包括利益 26,667 △203,411

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △91,176 △184,771

少数株主に係る四半期包括利益 117,843 △18,639
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年12月31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 271,873 538,578

減価償却費 552,866 505,877

のれん償却額 40,695 40,826

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,290 △6,613

退職給付引当金の増減額（△は減少） 102,930 98,992

受取利息及び受取配当金 △36,602 △56,285

支払利息 166,819 189,418

為替差損益（△は益） 92,221 19,629

売上債権の増減額（△は増加） △2,236,971 △327,970

たな卸資産の増減額（△は増加） △943,364 △1,327,652

仕入債務の増減額（△は減少） 1,624,623 26,567

その他 △380,890 △118,369

小計 △747,087 △416,999

利息及び配当金の受取額 36,602 56,285

利息の支払額 △146,519 △181,328

法人税等の支払額 △158,277 △217,714

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,015,282 △759,757

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 △315,689 △566,398

有形固定資産の売却による収入 588 17,769

投資有価証券の取得による支出 △47,269 △562,136

投資有価証券の売却による収入 － 74,199

貸付けによる支出 － △500

貸付金の回収による収入 1,084 521

その他 84,195 124,793

投資活動によるキャッシュ・フロー △277,089 △911,750

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） 359,503 641,166

長期借入れによる収入 1,850,000 1,980,000

長期借入金の返済による支出 △1,284,694 △1,322,941

自己株式の取得による支出 △1,350 △223

配当金の支払額 △65,874 △129,190

少数株主への配当金の支払額 △18,731 △140,376

その他 △1,957 △6,179

財務活動によるキャッシュ・フロー 836,895 1,022,255

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,639 △37,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △497,115 △687,032

現金及び現金同等物の期首残高 4,716,708 4,127,415

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 4,219,593 3,522,977
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 該当事項はありません。  

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（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 9,662,931 9,021,235 159,314 18,843,481 ― 18,843,481

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

4,383,824 426,093 ― 4,809,918 △4,809,918 ―

計 14,046,755 9,447,329 159,314 23,653,399 △4,809,918 18,843,481

セグメント利益 221,036 968,534 2,415 1,191,986 △374,248 817,738

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 10,725,242 8,528,276 175,054 19,428,573 ― 19,428,573

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

3,164,083 705,793 ― 3,869,877 △3,869,877 ―

計 13,889,326 9,234,069 175,054 23,298,450 △3,869,877 19,428,573

セグメント利益 360,216 876,231 4,613 1,241,061 △223,983 1,017,078

（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
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前第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 

  

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) 9,445,668 222,602 161,625 104,810 9,934,706

Ⅱ 連結売上高(千円) 18,843,481

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

50.1 1.2 0.9 0.5 52.7

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) 8,801,939 308,886 214,246 110,982 9,436,055

Ⅱ 連結売上高(千円) 19,428,573

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

45.3 1.6 1.1 0.6 48.6

油研工業(6393)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

- 10 -




