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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102期

第１四半期連結
累計期間

第103期
第１四半期連結
累計期間

第102期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 13,387,997 18,346,324 53,868,919

経常利益（千円） 507,915 789,887 1,615,631

四半期（当期）純利益（千円） 252,766 436,374 1,589,156

四半期包括利益又は包括利益（千円） 427,088 1,164,290 2,339,796

純資産額（千円） 23,994,687 27,201,427 25,767,642

総資産額（千円） 43,815,231 48,709,288 45,604,236

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
7.73 13.35 48.63

自己資本比率（％） 51.5 51.3 53.1

　（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数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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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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、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

　

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（当社及び連結子会社）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の経済は、金融緩和政策や積極的な財政政策への期待感から円高の是

正・株価の回復が進行するなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。企業の収益環境は、円安基調に伴う輸出環

境の改善を背景に生産が増加するなど、持ち直しの動きが見られましたが、円安に伴って原材料の価格が上昇傾向

で推移するなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような環境の下、当第１四半期連結累計期間の売上高は183億46百万円（前年同期比37.0％増）となり、営業

利益は６億50百万円（同52.0％増）、経常利益は７億90百万円（同55.5％増）、四半期純利益は４億36百万円（同

72.6％増）となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

①　コーティング

　プラスチック用コーティング材（『レクラック』・『フジハード』など）を取扱うコーティング部門におきま

しては、主力の自動車分野において、国内では前年同期と比べ自動車の生産台数が減少したことから需要が減少

いたしましたが、北米市場・東南アジア市場では需要が好調に推移し、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は50億８百万円（同13.4％増）となり、営業利益は２億71百万円（同70.0％増）となりまし

た。

②　建築用塗料

　建築用コーティング材を取扱う建築用塗料部門におきましては、新築向け市場では前年同期と比べほぼ横ばい

となりましたが、リフォーム向け市場では、施工棟数の増加によって需要が順調に推移いたしました。

この結果、売上高は34億６百万円（同9.9％増）となり、営業利益は２億41百万円（同6.3％増）となりました。

③　電子材料

　導電性ペースト材（『ドータイト』など）を取扱う電子材料部門におきましては、電子部品業界における海外

市場での競争の激化から需要が減退し、売上高は低調に推移いたしました。

この結果、売上高は11億40百万円（同7.5％減）となり、営業利益は35百万円（前年同四半期は営業損失５百万

円）となりました。

④　機能材料

　樹脂ベースなどを取扱う機能材料部門におきましては、主力の粘接着剤ベースの主要ユーザー向けが低調に推

移し、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は３億95百万円（同9.0％減）となり、営業損失は10百万円（前年同四半期は営業利益11百万

円）となりました。

⑤　化成品

　トナー用樹脂などを取扱う化成品部門におきましては、堅調に推移しておりました主力ユーザーでの在庫調整

の影響などもあり、売上高は前年同期を下回りました。

この結果、売上高は５億98百万円（同6.4％減）となり、営業利益は28百万円（同51.3％減）となりました。
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⑥　合成樹脂

　子会社藤光樹脂株式会社などが取扱うアクリル樹脂の原材料・加工品の販売におきましては、前年に新採用と

なりましたＬＥＤ液晶テレビ向け関連製品の販売が好調に推移し、売上高は前年を大きく上回りました。

この結果、売上高は78億43百万円（同117.5％増）となり、営業利益は86百万円（前年同四半期は営業損失21百

万円）となりました。

　

　(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対応すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、６億８百万円であります。  

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。

　

(4）生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、合成樹脂セグメントにおける販売実績に著しい変動がありました。その内

容については、「(1)業績の状況」をご覧ください。　
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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 84,000,000

計 84,000,000

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25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月９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 32,716,878 32,716,878
東京証券取引所

市場第１部

 単元株式数

 100株

計 32,716,878 32,716,878 － －

 

（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25年４月１日～

  平成25年６月30日
－ 32,716,878 － 5,352,120 － 5,039,623

 

（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25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25年６月30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） 普通株式 38,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,674,300 326,743 －

単元未満株式 普通株式 4,478 － －

発行済株式総数  32,716,878－ －

総株主の議決権  － 326,743 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数10個）含

まれております。

　２．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄はすべて当社保有の自己株式です。

 

②【自己株式等】

　 平成25年６月30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（％）

藤倉化成㈱
東京都板橋区蓮根

三丁目20番７号
38,100 － 38,100 0.12

計 － 38,100 － 38,100 0.12

 

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25年４月１日から平成25

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,056,895 8,740,718

受取手形及び売掛金 ※3
 12,897,005

※3
 14,637,838

商品及び製品 2,906,750 3,299,737

仕掛品 46,528 52,703

原材料及び貯蔵品 1,714,644 1,872,038

繰延税金資産 500,923 508,768

その他 460,713 1,000,900

貸倒引当金 △171,149 △194,316

流動資産合計 27,412,309 29,918,386

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,552,482 9,199,207

減価償却累計額 △4,381,068 △4,458,915

建物及び構築物（純額） 4,171,414 4,740,292

機械装置及び運搬具 10,592,580 10,759,779

減価償却累計額 △7,866,872 △8,056,974

機械装置及び運搬具（純額） 2,725,708 2,702,805

工具、器具及び備品 3,373,202 3,409,658

減価償却累計額 △2,875,464 △2,915,971

工具、器具及び備品（純額） 497,738 493,687

土地 4,220,328 4,252,348

リース資産 358,510 366,201

減価償却累計額 △209,709 △228,338

リース資産（純額） 148,801 137,863

建設仮勘定 33,124 86,641

有形固定資産合計 11,797,113 12,413,636

無形固定資産

ソフトウエア 913,997 961,412

その他 861,678 915,097

無形固定資産合計 1,775,675 1,876,509

投資その他の資産

投資有価証券 1,404,181 1,565,116

長期貸付金 60,303 55,954

繰延税金資産 1,112,164 1,005,751

その他 2,079,685 1,888,608

貸倒引当金 △37,194 △14,672

投資その他の資産合計 4,619,139 4,500,757

固定資産合計 18,191,927 18,790,902

資産合計 45,604,236 48,709,288
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 8,412,845

※3
 9,614,380

短期借入金 2,349,705 2,821,037

1年内償還予定の社債 720,000 970,000

未払法人税等 178,413 157,428

未払費用 778,627 840,507

賞与引当金 616,864 306,543

リース債務 76,466 72,037

その他 ※3
 903,250

※3
 1,188,553

流動負債合計 14,036,170 15,970,485

固定負債

社債 2,500,000 2,250,000

長期借入金 104,648 107,318

繰延税金負債 66,536 65,005

退職給付引当金 2,281,390 2,344,690

長期未払金 400,537 279,519

リース債務 87,259 77,944

その他 360,054 412,900

固定負債合計 5,800,424 5,537,376

負債合計 19,836,594 21,507,861

純資産の部

株主資本

資本金 5,352,121 5,352,121

資本剰余金 5,040,199 5,040,199

利益剰余金 13,852,160 14,035,347

自己株式 △24,969 △24,969

株主資本合計 24,219,511 24,402,698

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 82,328 124,042

為替換算調整勘定 △82,771 444,891

その他の包括利益累計額合計 △443 568,933

少数株主持分 1,548,574 2,229,796

純資産合計 25,767,642 27,201,427

負債純資産合計 45,604,236 48,709,288
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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24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 13,387,997 18,346,324

売上原価 9,903,168 14,415,707

売上総利益 3,484,829 3,930,617

販売費及び一般管理費 3,057,474 3,280,875

営業利益 427,355 649,742

営業外収益

受取利息 1,786 2,823

受取配当金 21,739 16,607

固定資産賃貸料 16,215 16,672

為替差益 39,196 115,488

その他 34,424 27,561

営業外収益合計 113,360 179,151

営業外費用

支払利息 22,408 23,749

その他 10,392 15,257

営業外費用合計 32,800 39,006

経常利益 507,915 789,887

特別損失

固定資産除却損 － 21,853

投資有価証券評価損 13,167 －

特別損失合計 13,167 21,853

税金等調整前四半期純利益 494,748 768,034

法人税、住民税及び事業税 116,780 136,265

法人税等調整額 81,112 123,267

法人税等合計 197,892 259,532

少数株主損益調整前四半期純利益 296,856 508,502

少数株主利益 44,090 72,128

四半期純利益 252,766 436,374
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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24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 296,856 508,502

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △72,411 43,485

為替換算調整勘定 211,703 608,991

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,060 3,312

その他の包括利益合計 130,232 655,788

四半期包括利益 427,088 1,164,290

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 345,892 972,732

少数株主に係る四半期包括利益 81,196 191,558
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　連結の範囲の重要な変更

　　当第１四半期連結会計期間より、上海藤倉化成塗料有限公司は重要性が増加したため、連結の範囲に含めておりま

す。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
　

前連結会計年度
（平成25年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

東北藤光㈱ 80,000千円 東北藤光㈱ 80,000千円

計 80,000 計 80,000

　

２　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
　

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 94,385千円 71,412千円

　

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

　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、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当

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が四半期連結会計

期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形 257,710千円 194,103千円

支払手形 272,093 331,143

その他（設備支払手形） 55,915 54,492

　　

（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（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、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24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

減価償却費 353,826千円 370,994千円

のれんの償却額 43,677千円 －千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

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 228,751 7 平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

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25年６月27日

定時株主総会
普通株式 228,751 7 平成25年３月31日平成25年６月28日利益剰余金
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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）
 コーティング 建築用塗料 電子材料 機能材料 化成品 合成樹脂 計

売上高     　     　             

　外部顧客への売上高 4,414,2133,097,9431,230,172433,525639,1253,573,01913,387,997
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 87 2,648 26 － 33,55036,311

計 4,414,2133,098,0301,232,820433,551639,1253,606,56913,424,308

セグメント利益又は、
損失(△)

159,264226,709△4,870 10,65256,714△21,100427,369

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　利益 　金額

　報告セグメント計 427,369　

　セグメント間取引消去 △14　

 四半期連結損益計算書の営業利益 427,355　

　　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25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）
 コーティング 建築用塗料 電子材料 機能材料 化成品 合成樹脂 計

売上高     　     　             

　外部顧客への売上高 5,007,8513,405,9611,128,294394,724598,2617,811,23318,346,324
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 11,495 － － 31,67343,168

計 5,007,8513,405,9611,139,789394,724598,2617,842,90618,389,492

セグメント利益又は、
損失(△)

270,689240,88934,634△10,19627,62586,252649,893

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　利益 　金額

　報告セグメント計 649,893　

　セグメント間取引消去 △151　

 四半期連結損益計算書の営業利益 649,742　

　

EDINET提出書類

藤倉化成株式会社(E00832)

四半期報告書

14/18



（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。

　
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 7円73銭 13円35銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 252,766 436,374

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） 252,766 436,374

普通株式の期中平均株式数（株） 32,678,710 32,678,710

　（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。
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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25年８月９日

藤倉化成株式会社

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 山田　　治幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大田原　吉隆　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢部　　直哉　　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」に掲げられている藤倉化成株式　

会社の平成２５年４月１日から平成２６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２５年４月

１　

日から平成２５年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２５年４月１日から平成２５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、藤倉化成株式会社及び連結子会社の平成２５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。

EDINET提出書類

藤倉化成株式会社(E00832)

四半期報告書

18/18


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（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
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（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
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

