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  (百万円未満切捨て)

（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３四半期  54,782 △4.9  1,615 △13.8  1,825  △5.8  1,407 △12.7

24年３月期第３四半期  57,585  4.0  1,874 △32.6  1,937  △30.6  1,613  18.3

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 1,954百万円（ ％） 78.3   24年３月期第３四半期 1,096百万円 （ ％） △7.4

  
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３四半期  23.29 －

24年３月期第３四半期  26.50 －

  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３四半期  67,802  36,779  48.6  546.44

24年３月期  62,015  35,264  51.7  530.85

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 32,979百万円   24年３月期 32,077百万円 

  
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  － 4.00 － 5.00  9.00

25年３月期  － 4.00 －   

25年３月期（予想）     5.00  9.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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  75,500  0.4  2,000 △15.0  2,000 △19.9  1,400  △28.7  23.15

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料２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」をご覧ください。 

 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 66,113,819株 24年３月期 66,113,819株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 5,761,171株 24年３月期 5,686,903株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 60,449,057株 24年３月期３Ｑ 60,880,243株

 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、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きは終了していません。 

 

 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、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２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」をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要は一部で認められたものの、個人消

費は前年のエコポイント特需の反落などにより低調に推移し、また輸出は欧州地域の景気回復の遅れや中国景気の

減速に加え、円高の影響を受け伸びを欠くなど、総じて停滞色を強めました。海外はこれまで順調な成長を続けて

きた中国やインド経済は明らかな減速期に入り、タイ、インドネシアの好調維持や米国経済の回復基調という明る

い材料はあるものの今後に不安を残す展開となりました。産業別には７月まで順調な回復を続けた自動車は秋口か

らの減産に加え中国での反日運動のあおりをうけ一気に生産が冷え込み、また家電に代表されるように個人消費の

伸び悩みの影響をうけ、各分野とも概して低調に終わりました。当社グループの業績に大きな影響を与える原油価

格は、一時的に上昇する局面もありましたが、後半は沈静化し、原材料価格の高止まりには至りませんでした。 

 このような環境の中、当社グループの売上は、好調であった自動車生産が秋口から減産に向かったことや、建

材、電材、家電関連が低迷したことに加え、洪水被害を受けたタイ国のコンパウンド製造現地法人の売上回復が遅

れたことにより減収を余儀なくされました。なお、10月１日に完全子会社としたリケンファブロ株式会社の取得日

以降の業績を当第３四半期連結決算に加えております。 

 以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上は 百万円(前年同四半期連結累計期間比

（以下「前年同期比」）4.9%減)、営業利益は 百万円(前年同期比13.8%減)、経常利益は 百万円（前年同

期比5.8%減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比12.7%減）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりま

した。これは主に受取手形等や商品製品が増加し流動資産が 百万円増加したこと及び三井化学ファブロ完全

子会社化等により固定資産が 百万円増加にしたことによります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりまし

た。これは主に未払法人税等や流動負債その他が減少する一方、短期借入金や長期借入金が増加したこと等により

ます。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりま

した。これは主に利益剰余金が増加したこと等によります。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年11月9日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はあ 

りません。 

     

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第３四半期連結会計期間より、三井化学ファブロ株式会社（リケンファブロ株式会社と改称） の発行済み株

式全株を取得したため、連結の範囲に含めております。   

     

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

  当第３四半期連結会計期間を含む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しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ 千円増加しております。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

54,782

1,615 1,825

1,407

67,802 5,786

2,872

2,913

31,022 4,271

36,779 1,515

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

33,945
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,116,760 8,077,814

受取手形及び売掛金 20,234,162 21,359,200

商品及び製品 3,913,424 5,898,557

仕掛品 740,651 707,518

原材料及び貯蔵品 3,344,497 3,754,052

繰延税金資産 252,646 287,377

その他 1,353,590 741,207

貸倒引当金 △207,495 △204,733

流動資産合計 37,748,237 40,620,995

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,012,851 6,198,466

機械装置及び運搬具（純額） 5,208,350 6,174,449

土地 5,773,357 6,114,087

リース資産（純額） 266,116 223,759

建設仮勘定 490,665 661,776

その他 305,711 358,325

有形固定資産合計 18,057,053 19,730,864

無形固定資産   

のれん 373,998 1,497,352

リース資産 74,242 45,833

その他 694,922 862,398

無形固定資産合計 1,143,164 2,405,584

投資その他の資産   

投資有価証券 3,451,341 3,553,670

長期貸付金 42,615 24,755

繰延税金資産 176,722 151,725

前払年金費用 650,094 533,797

その他 758,188 790,956

貸倒引当金 △11,622 △9,997

投資その他の資産合計 5,067,340 5,044,908

固定資産合計 24,267,558 27,181,357

資産合計 62,015,796 67,802,352

リケンテクノス㈱（4220）　平成25年3月期　第３四半期決算短信

- 3 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,531,149 16,628,273

短期借入金 3,579,270 4,893,173

1年内返済予定の長期借入金 90,885 402,723

リース債務 122,561 106,742

未払法人税等 355,444 162,970

賞与引当金 416,238 226,687

役員賞与引当金 32,000 20,250

その他 2,483,873 1,932,148

流動負債合計 22,611,423 24,372,969

固定負債   

長期借入金 586,738 2,856,576

リース債務 225,833 170,405

繰延税金負債 881,725 972,551

退職給付引当金 2,199,864 2,285,694

資産除去債務 124,949 253,616

その他 120,918 110,892

固定負債合計 4,140,029 6,649,738

負債合計 26,751,453 31,022,707

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,514,018 8,514,018

資本剰余金 6,535,131 6,532,676

利益剰余金 19,560,705 20,413,291

自己株式 △1,831,178 △1,838,447

株主資本合計 32,778,677 33,621,538

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 902,593 950,676

為替換算調整勘定 △1,603,777 △1,593,150

その他の包括利益累計額合計 △701,184 △642,473

少数株主持分 3,186,849 3,800,580

純資産合計 35,264,342 36,779,645

負債純資産合計 62,015,796 67,802,352
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 57,585,834 54,782,580

売上原価 50,139,856 47,141,821

売上総利益 7,445,977 7,640,758

販売費及び一般管理費 5,571,184 6,025,264

営業利益 1,874,793 1,615,493

営業外収益   

受取利息 17,069 18,637

受取配当金 99,083 99,889

為替差益 － 61,493

その他 101,195 96,980

営業外収益合計 217,348 277,001

営業外費用   

支払利息 34,588 48,095

為替差損 99,005 －

その他 21,231 18,703

営業外費用合計 154,826 66,798

経常利益 1,937,315 1,825,696

特別利益   

固定資産売却益 1,060,455 122,787

投資有価証券売却益 1,458 14,276

受取保険金 － 453,391

その他 － 1,591

特別利益合計 1,061,914 592,047

特別損失   

固定資産売却損 9,437 21,390

固定資産除却損 27,509 17,040

減損損失 － 27,191

投資有価証券売却損 7 －

投資有価証券評価損 31,967 28,161

その他 4,175 12,500

特別損失合計 73,096 106,285

税金等調整前四半期純利益 2,926,133 2,311,459

法人税等 967,218 444,914

少数株主損益調整前四半期純利益 1,958,915 1,866,544

少数株主利益 345,777 458,570

四半期純利益 1,613,137 1,407,973
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,958,915 1,866,544

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △225,166 48,083

為替換算調整勘定 △637,163 40,137

その他の包括利益合計 △862,329 88,220

四半期包括利益 1,096,585 1,954,765

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,022,288 1,466,684

少数株主に係る四半期包括利益 74,297 488,080
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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