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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 175,048 16.3 6,626 ― 11,724 ― 6,431 ―
25年3月期第1四半期 150,502 △17.9 △1,759 ― △3,605 ― △2,735 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 9,339百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △1,858百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 10.74 10.72
25年3月期第1四半期 △4.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 725,596 226,420 27.1
25年3月期 735,102 219,285 25.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  196,294百万円 25年3月期  188,747百万円

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

25年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 350,000 12.3 13,000 169.7 13,000 192.4 7,000 ― 11.69
通期 730,000 9.2 40,000 63.5 39,000 16.1 23,000 36.4 38.40



(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  

(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、四半期財務諸表に対する四
半期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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
連結業績予想は、本資料の発表日現在に入手可能な情報に基づいております。従いまして今後の国内外の経済情勢や予測不可能な要素等により、実際の業
績は現在予測している数値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 601,161,912 株 25年3月期 601,161,912 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,269,515 株 25年3月期 2,257,596 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 598,898,643 株 25年3月期1Q 598,403,094 株
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当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）のわが国経済は、長期化したデフ

レの脱却と経済再生への実現に向けた政府の各種政策効果が発現する中で、金融指標は不安定な動きとな
る局面があったものの、総じて株高・円安基調を継続しており、消費者マインドが改善するとともに、企
業の景況感も回復いたしました。 
このような情勢下、当社グループの連結業績は、南陽事業所第二塩化ビニルモノマー事故影響の軽減及

びナフサ等の原燃料価格の上昇に伴う国内販売価格への転嫁並びに為替相場が円安に転じたことによる輸
出価格の改善等により、売上高は1,750億48百万円と前年同期に比べ245億46百万円（16.3％）の増収とな
りました。営業利益につきましては、販売数量増や交易条件の改善等により、66億26百万円と前年同期に
比べ83億86百万円の増益となりました。また、経常利益は、為替差益の発生及び第二塩化ビニルモノマー
事故に係る保険金収入等により、117億24百万円と前年同期に比べ153億30百万円の増益となりました。こ
の結果、四半期純利益は、64億31百万円と前年同期に比べ91億66百万円の増益となりました。 
  
事業別の概況は次のとおりです。 
  
石 油 化 学 事 業 
  
エチレン及びプロピレン等のオレフィン製品は、非定修年による生産量増加に伴い、出荷が増加いたし

ました。また、ナフサ価格等の上昇を反映して製品価格は上昇し、キュメンは円安に伴い輸出手取りは改
善いたしました。 
ポリエチレン樹脂は、国内需要は低調に推移しましたが、ナフサ価格の上昇を受け、製品価格の是正を

実施いたしました。クロロスルホン化ポリエチレンは、出荷が増加いたしました。ポリフェニレンサルフ
ァイド樹脂は、自動車分野向け等の需要の低迷により、出荷が減少いたしました。 
この結果、売上高は前年同期に比べ93億82百万円（21.8％）増加し525億13百万円となり、営業利益は

前年同期に比べ18億12百万円（252.3％）増加し25億30百万円となりました。 
  
  
ク ロ ル ・ ア ル カ リ 事 業 
  
苛性ソーダは、需要の低迷により国内出荷は減少しましたが、輸出は増加いたしました。また、昨年度

実施した製品価格の是正により、国内価格は上昇しましたが、海外市況は軟化いたしました。塩化ビニル
モノマー及び塩化ビニル樹脂は、塩化ビニルモノマーの生産数量の回復により、出荷が増加いたしまし
た。海外市況は軟化しましたが、円安に伴い輸出手取りは改善いたしました。 
セメントは、震災による復旧復興工事の旺盛な需要により、出荷は増加いたしました。 
ウレタン原料は、出荷が増加し、海外市況も上昇いたしました。 
この結果、売上高は前年同期に比べ141億65百万円（27.6％）増加し655億28百万円となり、営業利益は

前年同期に比べ55億59百万円増加し５億11百万円となりました。 
  
  
機 能 商 品 事 業 
  
エチレンアミンは、事業採算を改善するための生産調整を実施したことにより、出荷が減少いたしまし

たが、販売価格の是正及び円安により、製品価格は改善いたしました。臭素及び臭素難燃剤は、出荷が増
加いたしました。 
計測関連商品は、液体クロマトグラフィー用充填剤の出荷が増加いたしました。診断関連商品は、体外

診断用医薬品の出荷が増加いたしました。 
電解二酸化マンガンは、出荷が減少いたしました。ハイシリカゼオライト及びジルコニアの出荷は堅調

に推移いたしました。スパッタリングターゲットは、半導体、液晶市場の需要の低迷により出荷が減少い
たしました。 
この結果、売上高は前年同期に比べ９億45百万円（2.9％）増加し336億29百万円となり、営業利益は前

年同期に比べ11億94百万円（50.4％）増加し35億66百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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エ ン ジ ニ ア リ ン グ 事 業 
  
水処理事業においては、海外での電子産業分野での旺盛な需要に支えられ、受注高は堅調に推移しまし

たが、国内での産業全般で設備投資やメンテナンス、改造工事の延期等により売上高は減少いたしまし
た。 
建設子会社の売上高は前年並みに推移いたしました。 
この結果、売上高は前年同期に比べ３億79百万円（2.8％）減少し130億25百万円となり、営業損益は前

年同期に比べ６億57百万円悪化し８億１百万円の損失となりました。 
  
  
そ の 他 事 業 

  

商社及び物流子会社の売上高は増加いたしました。この結果、売上高は前年同期に比べ４億33百万円
（4.4％）増加し103億52百万円となり、営業利益は前年同期に比べ４億78百万円（140.7％）増加し８億
18百万円となりました。 
  

  
  

  
総資産は、受取手形及び売掛金等が減少したため、前期末に比べ95億６百万円減少し7,255億96百万円

となりました。 
負債は、有利子負債、支払手形及び買掛金の減少等により、前期末に比べ166億41百万円減少し4,991億

75百万円となりました。 
純資産は、四半期純利益の計上等により、前期末に比べ71億35百万円増加し2,264億20百万円となりま

した。 
  

  

  
第２四半期連結累計期間及び通期ともに、平成25年５月10日に発表した平成26年３月期の予想に変更は

ありません。 
  
  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 
税金費用については、当第１四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。 
なお、法人税等調整額は法人税等に含めております。 

  

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
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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：百万円)

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 57,583 57,738

受取手形及び売掛金 198,289 184,518

商品及び製品 81,910 83,522

仕掛品 10,180 9,639

原材料及び貯蔵品 36,649 37,050

その他 27,259 28,434

貸倒引当金 △760 △784

流動資産合計 411,110 400,120

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 85,078 82,611

土地 73,325 73,387

その他（純額） 82,141 85,398

有形固定資産合計 240,545 241,396

無形固定資産 2,393 2,716

投資その他の資産   

投資有価証券 41,940 43,032

その他 39,532 38,756

貸倒引当金 △420 △426

投資その他の資産合計 81,052 81,363

固定資産合計 323,991 325,475

資産合計 735,102 725,596
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(単位：百万円)

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 114,516 108,398

短期借入金 203,294 198,882

1年内償還予定の社債 16 16

未払法人税等 11,008 5,098

引当金 7,959 6,024

その他 29,665 34,448

流動負債合計 366,460 352,868

固定負債   

社債 8 －

長期借入金 122,677 120,298

退職給付引当金 17,323 17,381

その他の引当金 2,642 1,429

その他 6,705 7,197

固定負債合計 149,356 146,307

負債合計 515,816 499,175

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,633 40,633

資本剰余金 30,053 30,053

利益剰余金 120,503 125,135

自己株式 △778 △782

株主資本合計 190,412 195,040

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,926 5,468

繰延ヘッジ損益 △2 △0

土地再評価差額金 532 532

為替換算調整勘定 △7,122 △4,747

その他の包括利益累計額合計 △1,664 1,253

新株予約権 277 277

少数株主持分 30,260 29,848

純資産合計 219,285 226,420

負債純資産合計 735,102 725,596
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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：百万円)

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 150,502 175,048

売上原価 129,166 143,970

売上総利益 21,335 31,078

販売費及び一般管理費 23,095 24,451

営業利益又は営業損失（△） △1,759 6,626

営業外収益   

受取利息 41 49

受取配当金 385 390

為替差益 － 2,498

持分法による投資利益 67 40

受取保険金 222 2,685

その他 623 523

営業外収益合計 1,340 6,189

営業外費用   

支払利息 1,103 934

為替差損 1,035 －

塩化ビニルモノマー製造設備停止に係る費用 910 －

その他 136 157

営業外費用合計 3,186 1,091

経常利益又は経常損失（△） △3,605 11,724

特別利益   

固定資産売却益 20 3

投資有価証券売却益 － 8

特別利益合計 20 11

特別損失   

固定資産除却損 220 160

減損損失 － 249

投資有価証券評価損 772 －

その他 3 1

特別損失合計 996 410

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△4,582 11,325

法人税等 △1,555 5,185

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△3,027 6,139

少数株主損失（△） △291 △291

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,735 6,431
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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：百万円)

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△3,027 6,139

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △699 546

繰延ヘッジ損益 △2 1

為替換算調整勘定 1,734 2,474

持分法適用会社に対する持分相当額 135 176

その他の包括利益合計 1,168 3,200

四半期包括利益 △1,858 9,339

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,789 9,349

少数株主に係る四半期包括利益 △69 △9
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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） 
  

  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 
  

 
  

  
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） 
  

  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 
  

 
  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

  （継続企業の前提に関する注記）

  （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

  （セグメント情報等）

 (単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額石油化学

クロル・ 
アルカリ

機能商品
エンジニ
アリング

売上高

 外部顧客に対する
43,130 51,363 32,683 13,404 9,919 150,502 ― 150,502

 売上高

 セグメント間の内部
15,612 6,962 2,623 2,610 9,918 37,727 △37,727 ―

 売上高又は振替高

計 58,743 58,325 35,307 16,015 19,837 188,229 △37,727 150,502

セグメント利益 

又は損失(△)
718 △5,047 2,372 △143 340 △1,759 ― △1,759

 (単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額石油化学

クロル・ 
アルカリ

機能商品
エンジニ
アリング

売上高

 外部顧客に対する
52,513 65,528 33,629 13,025 10,352 175,048 ― 175,048

 売上高

 セグメント間の内部
24,778 7,984 4,606 2,195 10,398 49,964 △49,964 ―

 売上高又は振替高

計 77,292 73,513 38,235 15,220 20,751 225,013 △49,964 175,048

セグメント利益 

又は損失(△)
2,530 511 3,566 △801 818 6,626 ― 6,626

東ソー株式会社（4042）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

-9-



４．補足情報

２０１３年度第１四半期連結決算概要
平成２５年８月１日

（１）業績
(単位：億円）

東ソー株式会社

２０１３年度(予想)
2013年度

第1四半期
増　　　減 ２０１２年度

2012年度

第1四半期

２３０  

４００  

３９０  

７，３００  

１１７  

営 業 利 益 △ １８  

６，６８５  

第1四半期

８４  ２４５  ６６  

経 常 利 益

四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益

売 上 高 １，５０５  

△ ３６  

第1四半期

△ ２７  

３３６  １５３  

１，７５０  ２４５  

１６９  ６４  ９２  

（２）指標

第1四半期

2013年度

為

10円74銭  

第1四半期

2012年度
２０１３年度(予想)

38円40銭  １株当たり四半期(当期)純利益 △4円57銭  

増　　　減 ２０１２年度

15円31銭  28円17銭  

（３）事業セグメント別増減内訳
(単位 億円）

為替[TTM期中平均](円/EUR)

国産ナフサ価格(円/KL)

為替[TTM期中平均](円/＄)

６０，５００  

１０２．８４  

８０．１８  

６５，０００  

２６．１３  １２８．９６  

１８．６０  ８２．９１  ９８．７８  

１０６．７８  １２５．００  

６２，０００  ４，５００  ５７，４７５  

９５．００  

(単位：億円）

７ １３ 

３１ ５

石油化学

増　　　減

５２５ 

５６営業利益
クロル・アルカリ

－

増  減  要  因

固定費差他

－

１ 

－

売上高

営業利益

売上高

２５ 

△ ５０

３３ 

数量差 価格差 交易条件

－

－

６４ 

－

６５５ 

５

６１ 

５ 

７８ 

２０

４３１ 

１８ 

１４２ 

９４ 

2013年度2012年度

第1四半期 第1四半期

５１４ 

－３ 

０ 

－

０ △ １ 

３１ 

－

△ ３ 

－

１４ 

５ 

営業利益

３６ 

５６ 

売上高

営業利益

営業利益

エンジニアリング

その他

機能商品
売上高

４ －

００５

△ ７ 

３ －９９ 

３

１０４ 

８

１ 

営業利益

売上高

△ ８ 

△ ５０ 

△ ７ －

２３ 

－

５ 

３２７ 

２０ 

△ １３ 

△ ７ 

５

１３４ △ ４ 

９ 

１２ 

１３０ 

１ ２４ 

３３６ 

（注）億円未満は四捨五入

６６ １４ 

－１２３ 

営業利益

売上高
合　計

１，５０５ 

－ ０ ０ ５ 

－

２４ －

１２２ 

営業利益 ４６ 

３ ８ 

２４５ 

△ １８ 

１，７５０ 

５ 

８４ 

-10-

東ソー株式会社（4042）　平成26年３月期　第１四半期決算短信


	13.1Q決算短信サマリー2013.7.25 2027.PDF.pdf
	13.1Q決算短信201307301731
	13・1Q　短信貼付指標等（４.補足情報）（予想変更無し）



