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(百万円未満切捨て)

１．平成26年3月期第２四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

（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２四半期 8,273 1.3 △635 － △570 － △374 －

25年3月期第２四半期 8,163 △14.6 △325 － △331 － △225 －

(注) 包括利益 26年3月期第２四半期 △347百万円( －％) 25年3月期第２四半期 △236百万円( －％)

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２四半期 △15. 29 －

25年3月期第２四半期 △9. 23 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年3月期第２四半期 21,382 12,131 56.6

25年3月期 22,574 12,479 55.1

(参考) 自己資本 26年3月期第２四半期 12,094百万円 25年3月期 12,444百万円

２．配当の状況

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 － 0. 00 － 0. 00 0. 00

26年3月期 － 0. 00

26年3月期(予想) 0. 00 － 未定 未定

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、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 19,200 5.4 160 ― 230 ― 150 ― 6. 13

099447
新規スタンプ



  

 
  

 
  

 
  

・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、本資料の発表日現在において入手可能な

情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、今後

様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 
  
  
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ―社（―）  、除外 ―社（―）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Ｑ 24,500,000株 25年3月期 24,500,000株

② 期末自己株式数 26年3月期2Ｑ 33,955株 25年3月期 31,385株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Ｑ 24,467,468株 25年3月期2Ｑ 24,469,312株

※ 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
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、為替が若干円安水準となり、個人消費や住宅投資が改善

に向かうなど、景気は緩やかに回復しつつあります。 

このような情勢のもとで、当社グループは、一層の固定費削減と徹底した製造コスト合理化を推進す

るとともに、売価是正、新規顧客・用途の開拓などに注力し、全社を挙げて収益の改善に取り組みまし

た。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は82億７千３百万円（前年同四半期比1.3％増）とな

りました。利益面につきましては、固定費削減に努めましたが、大幅な出荷減少により、営業利益は６

億３千５百万円の損失（前年同四半期は３億２千５百万円の損失）、経常利益は５億７千万円の損失

（前年同四半期は３億３千１百万円の損失）、四半期純利益は３億７千４百万円の損失（前年同四半期

は２億２千５百万円の損失）となりました。 

（資産） 

流動資産は、棚卸資産（「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」）は増加しましたが、売

掛金の減少により、前連結会計年度末に比べ６億５千７百万円減少し103億１千４百万円となりまし

た。 

固定資産は、設備投資の厳選により、前連結会計年度末に比べ５億３千４百万円減少し110億６千８

百万円となりました。 

この結果、総資産は213億８千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億９千２百万円減少しま

した。 

  

（負債） 

流動負債は、短期借入金及び買掛金の減少により前連結会計年度末に比べ７億４千万円減少し、73億

７千１百万円となりました。 

固定負債は、長期借入金の返済により前連結会計年度末に比べ１億３百万円減少し、18億８千万円と

なりました。 

この結果、負債合計は92億５千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億４千３百万円減少しま

した。 

（純資産） 

四半期純損失のため、純資産は前連結会計年度末に比べ３億４千８百万円減少し121億３千１百万円

となりました。自己資本比率は、純資産の減少により、前連結会計年度末の55.1％から56.6％となりま

した。 

  

平成25年５月９日に公表いたしました当第２四半期連結累計期間の業績予想と実績に差異が発生し、

平成26年３月期通期連結業績予想につきましても、業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、平成25年10月31日付「第２四半期業績予想との差異および通期業績予想の修正

ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

（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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1. 原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異等につきましては、原価計算期間末までにほぼ

解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）として繰延べております。 

  

2. 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。ただし、見積実効税率

を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 404 426

受取手形及び売掛金 5,139 4,166

商品及び製品 3,739 3,649

仕掛品 816 1,074

原材料及び貯蔵品 659 536

その他 212 460

流動資産合計 10,972 10,314

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,604 4,493

機械装置及び運搬具（純額） 4,289 3,831

建設仮勘定 67 73

その他（純額） 448 456

有形固定資産合計 9,410 8,855

無形固定資産 26 37

投資その他の資産   

投資有価証券他 2,173 2,183

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 2,165 2,175

固定資産合計 11,602 11,068

資産合計 22,574 21,382

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,226 3,153

短期借入金 3,948 3,300

未払法人税等 13 18

引当金 95 88

その他 827 809

流動負債合計 8,111 7,371

固定負債   

長期借入金 75 －

退職給付引当金 1,461 1,446

その他 446 434

固定負債合計 1,983 1,880

負債合計 10,095 9,251
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,343 2,343

資本剰余金 1,551 1,551

利益剰余金 7,696 7,322

自己株式 △9 △10

株主資本合計 11,581 11,206

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 863 887

その他の包括利益累計額合計 863 887

少数株主持分 34 37

純資産合計 12,479 12,131

負債純資産合計 22,574 21,382
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 8,163 8,273

売上原価 7,028 7,462

売上総利益 1,134 810

販売費及び一般管理費   

発送費 242 254

給料手当及び賞与 355 353

退職給付費用 41 34

賃借料 56 53

試験研究費 397 397

その他 366 351

販売費及び一般管理費合計 1,459 1,445

営業損失（△） △325 △635

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 21 22

為替差益 － 76

受取補償金 9 4

貸倒引当金戻入額 26 －

雑収入 16 6

営業外収益合計 74 110

営業外費用   

支払利息 10 11

固定資産除却損 12 29

雑損失 57 4

営業外費用合計 80 45

経常損失（△） △331 △570

税金等調整前四半期純損失（△） △331 △570

法人税等 △110 △198

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △221 △371

少数株主利益 4 2

四半期純損失（△） △225 △374

広栄化学工業(株) (4367) 平成26年３月期第２四半期決算短信

－ 6 －



 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △221 △371

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15 23

その他の包括利益合計 △15 23

四半期包括利益 △236 △347

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △241 △350

少数株主に係る四半期包括利益 4 2
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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損失（△） △331 △570

減価償却費 749 782

有形固定資産売却損益（△は益） － 0

有形固定資産除却損 6 21

投資有価証券評価損益（△は益） 3 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33 △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △8 △7

受取利息及び受取配当金 △22 △22

支払利息 10 11

売上債権の増減額（△は増加） 1,048 973

たな卸資産の増減額（△は増加） △260 △45

仕入債務の増減額（△は減少） △1,151 △72

未払消費税等の増減額（△は減少） △4 12

その他 △134 △5

小計 △86 1,062

利息及び配当金の受取額 22 22

利息の支払額 △10 △11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △76 2

営業活動によるキャッシュ・フロー △152 1,076

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 △345 △323

有形固定資産の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 － △17

貸付けによる支出 △19 △115

貸付金の回収による収入 17 115

その他 11 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △335 △337

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） 500 △657

長期借入金の返済による支出 △65 △65

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3 △4

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △171 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 259 △727

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △232 22

現金及び現金同等物の期首残高 415 404

現金及び現金同等物の四半期末残高 182 426
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当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

（４）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）

広栄化学工業(株) (4367) 平成26年３月期第２四半期決算短信

－ 9 －




