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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第57期
第１四半期
連結累計期間

第58期
第１四半期
連結累計期間

第57期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 1,179,706 1,329,176 5,478,999

経常利益 (千円) 13,965 48,592 194,988

四半期(当期)純利益 (千円) 11,781 46,630 274,191

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 50,089 61,669 322,339

純資産額 (千円) 5,227,346 5,541,510 5,499,596

総資産額 (千円) 7,400,944 7,549,467 7,495,324

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 1.79 7.08 41.64

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 70.6 73.4 73.4

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

(1) 業績の状況

当第１四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関連需要等の牽引により、景気

は緩やかながらも回復傾向を維持しておりますが、欧州債務問題の再燃による世界経済の減速懸念や円

高および株価低迷の長期化、電力供給不安など、依然として先行きは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、フロアーマットおよび樹脂成形メーカーと

してのリーディング・カンパニーとなることを目指して、①顧客満足度向上を目指した営業戦略の強化、

②購買／調達領域のコスト体質改革と管理一元化、③生産／品質領域のグローバル保証体制の確立、④開

発力のレベルアップおよび安全性を主体とした物作りの徹底、⑤原価／経費を意識した収益体質の確立

の５点を重点方針に掲げ注力してまいりました。当第１四半期連結累計期間におきましては、昨年の東日

本大震災からの需要回復やエコカー補助金の復活効果等により、売上高は1,329百万円（前年同期比

12.7％増）、営業利益は44百万円（前年同期比0.2％減）、経常利益は48百万円（前年同期比247.9％

増）、四半期純利益は46百万円（前年同期比295.8％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。

①  自動車用品関連

自動車用品関連につきましては、昨年の東日本大震災からの需要回復やエコカー補助金を追い風に、

国内新車販売台数は前年同期に比べ大幅に増加し、2012年上半期（１月～６月）の統計では過去最高

の伸び率を記録いたしました。このような結果、当社のＯＥＭ純正フロアーマットの受注も好調に推移

したことにより、売上高は892百万円（前年同期比51.2％増）、営業利益は46 百万円（前年同期比

3891.4％増）となりました。

②  産業資材関連

産業資材関連につきましては、昨年度後半から廃番となりました一部住宅関連部材の売上減少を補

うため、新規顧客の開拓に努めてまいりましたが、総じて厳しい状況で推移した結果、売上高は436百万

円（前年同期比25.9％減）営業損失１百万円（前年同期は営業利益43百万円）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四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１四半期連結会計期間末の資産合計は、7,549百万円となり、前連結会計年度末と比較して54百

万円の増加となりました。

流動資産の合計は4,454百万円となり、前連結会計年度末と比較して71百万円の減少となりました。

その主な要因は、現金及び預金の増加125百万円、受取手形及び売掛金の減少214百万円によるものであ

ります。

固定資産の合計は3,094百万円となり、前連結会計年度末と比較して126百万円の増加となりました。

その主な要因は、有形固定資産の増加41百万円、投資その他の資産の増加83百万円によるものでありま

す。

＜負債の部＞

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、2,007百万円となり、前連結会計年度末と比較して12百

万円の増加となりました。

流動負債の合計は、1,434百万円となり、前連結会計年度末と比較して36百万円の増加となりました。

その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少24百万円、電子記録債務の増加74百万円、１年内返済予定

の長期借入金の減少21百万円によるものであります。

固定負債の合計は、573百万円となり、前連結会計年度末と比較して24百万円の減少となりました。そ

の主な要因は、長期借入金の約定返済による減少19百万円によるものであります。

＜純資産の部＞

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、5,541百万円となり、前連結会計年度末と比較して41

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26百万円、その他有価証券評価差額金

の減少16百万円、為替換算調整勘定の増加33百万円によるものであります。

　

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は5,619千円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,300,000 7,300,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 7,300,000 7,300,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年４月１日～
平成24年６月30日

─ 7,300,000 ─ 1,241,700 ─ 1,203,754

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 714,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

6,574,000
6,574 ―

単元未満株式
普通株式

12,000
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 7,300,000― ―

総株主の議決権 ― 6,574 ―

(注) １　「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 　 　 平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
永大化工株式会社

大阪市平野区平野北
二丁目３番９号

714,000― 714,000 9.78

計 ― 714,000― 714,000 9.78

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,727,115 1,852,382

受取手形及び売掛金 ※1
 1,447,421

※1
 1,232,523

有価証券 154,118 148,836

商品及び製品 417,576 457,753

仕掛品 98,091 99,224

原材料及び貯蔵品 486,293 433,235

繰延税金資産 75,355 78,420

その他 120,673 152,377

流動資産合計 4,526,643 4,454,753

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 894,822 883,253

土地 1,544,809 1,544,809

その他（純額） 155,633 208,424

有形固定資産合計 2,595,265 2,636,487

無形固定資産 4,150 5,358

投資その他の資産

投資その他の資産 369,269 452,913

貸倒引当金 △4 △47

投資その他の資産合計 369,264 452,866

固定資産合計 2,968,680 3,094,713

資産合計 7,495,324 7,549,467

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 463,662

※1
 438,795

電子記録債務 512,059 586,866

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 137,030 115,260

未払法人税等 17,129 15,458

賞与引当金 56,203 69,773

役員賞与引当金 6,000 6,000

その他 156,488 ※1
 152,730

流動負債合計 1,398,574 1,434,884

固定負債

長期借入金 95,160 75,170

繰延税金負債 16,966 13,553

再評価に係る繰延税金負債 326,740 326,740

退職給付引当金 92,651 90,206

役員退職慰労引当金 33,186 34,843

資産除去債務 25,159 25,268

その他 7,290 7,290

固定負債合計 597,153 573,072

負債合計 1,995,728 2,007,957
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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30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 3,036,757 3,063,632

自己株式 △197,695 △197,695

株主資本合計 5,284,515 5,311,390

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △39,250 △55,700

繰延ヘッジ損益 2,122 248

土地再評価差額金 431,493 431,493

為替換算調整勘定 △179,284 △145,921

その他の包括利益累計額合計 215,080 230,119

純資産合計 5,499,596 5,541,510

負債純資産合計 7,495,324 7,549,467
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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１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 1,179,706 1,329,176

売上原価 840,583 970,417

売上総利益 339,122 358,758

販売費及び一般管理費 294,336 314,059

営業利益 44,786 44,699

営業外収益

受取利息 321 465

受取配当金 1,684 1,451

受取賃貸料 7,500 7,290

その他 5,690 3,329

営業外収益合計 15,196 12,537

営業外費用

支払利息 2,184 1,292

賃貸費用 6,684 6,491

為替差損 36,338 －

その他 808 860

営業外費用合計 46,017 8,644

経常利益 13,965 48,592

特別利益

固定資産売却益 19 99

特別利益合計 19 99

特別損失

固定資産除却損 251 14

特別損失合計 251 14

税金等調整前四半期純利益 13,733 48,677

法人税、住民税及び事業税 3,287 7,388

法人税等調整額 △1,335 △5,341

法人税等合計 1,952 2,046

少数株主損益調整前四半期純利益 11,781 46,630

少数株主利益 － －

四半期純利益 11,781 46,630
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 11,781 46,630

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 24,945 △16,449

繰延ヘッジ損益 △2,405 △1,874

為替換算調整勘定 15,767 33,362

その他の包括利益合計 38,308 15,038

四半期包括利益 50,089 61,669

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 50,089 61,669

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更等】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（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、当第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。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

受取手形 32,536千円 19,208千円

支払手形 23,547 〃 19,593 〃

設備関係支払手形 ─ 2,538 〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

減価償却費 30,215千円 28,816千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 19,755 3.00平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 19,755 3.00平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30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

　 　 (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 590,284 589,422 1,179,706

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─

計 590,284 589,422 1,179,706

セグメント利益 1,156 43,630 44,786

(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。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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)

　

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 892,339 436,837 1,329,176

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─

計 892,339 436,837 1,329,176

セグメント利益又は損失(△) 46,141 △1,442 44,699

(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。

　

２．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、

当第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。

これによるセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 1円79銭 7円08銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益(千円) 11,781 46,630

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 11,781 46,630

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,585 6,585

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年８月10日

永大化工株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    石    田    博    信    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    山    本    秀    男    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている永大
化工株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平
成24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年
６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期
連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、永大化工株式会社及び連結子会社の平成24年
６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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