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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 17,778 1.2 746 8.3 1,216 15.7 818 26.9
24年3月期第3四半期 17,560 0.4 688 △61.1 1,051 △51.0 645 △51.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 891百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △190百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 59.11 ―
24年3月期第3四半期 46.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 29,849 21,208 66.4
24年3月期 28,962 20,690 67.0
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  19,809百万円 24年3月期  19,400百万円

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

24年3月期 ― 10.00 ― 17.00 27.00
25年3月期 ― 10.00 ―
25年3月期（予想） 17.00 27.00

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）

（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

通期 23,800 1.4 1,050 19.6 1,650 27.1 1,000 44.1 72.18



(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 
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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、四半期決 
算短信（添付資料）Ｐ.３「1.(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 15,200,065 株 24年3月期 15,200,065 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,346,268 株 24年3月期 1,346,135 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 13,853,898 株 24年3月期3Q 13,854,045 株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国で緩やかに回復しているものの、中国ならびに

新興国では経済成長が減速した状態となり、欧州では金融不安の継続等で、先行き不透明感が続いてお

ります。我が国では、震災復興特需による下支えはあるものの、海外での景気減速を受けた輸出不振に

より、景気回復は弱い動きとなっております。 

 当社の主要顧客の属する自動車業界は、震災復興需要やエコカー補助金効果等により、自動車生産台

数は前年同期に比べ増加しました。 

 このような状況下、売上高は、日系以外の自動車関連メーカーへの拡販に努めた米国での好結果等か

ら増収となり、前年同期比1.2％増の17,778百万円となりました。 

 利益面では、国内外での原材料価格の高騰が響いたものの、営業利益は前年同期比8.3％増の746百万

円となりました。経常利益は持分法投資利益が増加したこと等の理由により前年同期比15.7％増の

1,216百万円となり、四半期純利益は前年同期比26.9％増の818百万円となりました。 

  

 セグメント別の業績の概況は、次のとおりであります。 

 ［日本］ 

金属加工油剤事業は、国内自動車生産台数が前年同期に比べ増加しているものの、太陽電池の海外

での需要低迷による生産減少の影響を受け、売上高は前年同期を下回りました。ビルメンテナンス製

品事業では、高付加価値製品の拡販による収益改善に努めました。 

 その結果、売上高は前年同期比0.3%減の12,232百万円となりました。セグメント利益（営業利益）

は、経費削減効果もあり、前年同期比87.1％増の531百万円となりました。 
  

 ［南北アメリカ］ 

米国では、好調な自動車業界に牽引されるとともに新規顧客獲得に努めた結果、売上高は前年を大

きく上回りました。ブラジルでは、自動車生産台数の減少や円高による円換算の目減り等もあり、売

上高は前年を下回りました。 

 その結果、売上高は前年同期比8.2％増の2,181百万円となりましたが、セグメント利益（営業利

益）は原材料価格の高騰や円高の影響もあって、前年同期比42.8％減の87百万円となりました。 
  

 ［中国］ 

中国では、輸出産業が全般的に停滞し始め、主要顧客の鉄鋼会社でも生産量が大幅に減少し、日系

自動車メーカーの生産も減少しました。 

 その影響を受け、売上高は前年同期比1.3％減の2,113百万円となり、また、セグメント利益（営業

利益）も、原材料価格の高騰が響き、前年同期比20.0％減の168百万円となりました。 
  

 ［東南アジア／インド］ 

東南アジア各国では、自動車産業が好調に推移しました。インドでも、日系自動車メーカーを中心

に積極的な販売活動に努め、売上高を伸ばしました。インドネシアにおいては、工場稼動に伴う営業

活動の本格化もあり、売上高を伸ばしております。 

 その結果、売上高は前年同期比10.4％増の1,250百万円となりました。セグメント利益（営業利

益）は、原材料価格の高騰やインドネシアにおける営業活動の本格化による経費増等があり、37百万

円の損失（前年同期は42百万円の利益）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、29,849百万円となり、前連結会計年度末に比べ886百万円

増加しました。主な要因は、「現金及び預金」が647百万円、「未収還付法人税等」が308百万円、「受

取手形及び売掛金」が249百万円減少しましたが、「長期預金」が904百万円、「投資有価証券」が335

百万円、「有形固定資産」が287百万円、流動資産の「その他」が171百万円、「無形固定資産」が170

百万円、「原材料及び貯蔵品」が163百万円増加したことによります。 

 負債は、8,641百万円となり、前連結会計年度末に比べ368百万円増加しました。主な要因は、「賞与

引当金」が167百万円、「未払金」が256百万円減少したものの、「短期借入金」が379百万円、流動負

債の「その他」が332百万円増加したことによります。 

 純資産は、21,208百万円となり、前連結会計年度末に比べ517百万円増加しました。主な要因は、

「利益剰余金」が444百万円、「少数株主持分」が108百万円増加したことと、「為替換算調整勘定」が

85百万円変動したことによります。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年11月９日発表の業績予想に変更はございません。

  

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

税金費用については、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。 

  

当社及び国内連結子会社は、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。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

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

税金費用の計算

（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）
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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 5,661 5,014

受取手形及び売掛金 5,920 5,671

有価証券 340 340

商品及び製品 1,052 1,096

原材料及び貯蔵品 1,302 1,466

未収還付法人税等 332 23

未収消費税等 0 －

繰延税金資産 148 148

その他 188 360

貸倒引当金 △33 △47

流動資産合計 14,913 14,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,832 3,008

機械装置及び運搬具（純額） 755 880

工具、器具及び備品（純額） 195 224

土地 3,935 3,928

リース資産（純額） 49 38

建設仮勘定 453 427

有形固定資産合計 8,221 8,508

無形固定資産 324 494

投資その他の資産   

投資有価証券 4,830 5,165

保険積立金 473 485

長期預金 － 904

繰延税金資産 56 86

その他 159 147

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 5,503 6,772

固定資産合計 14,049 15,776

資産合計 28,962 29,849
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(単位：百万円)

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 3,493 3,455

短期借入金 1,280 1,659

リース債務 15 18

未払金 548 291

未払消費税等 16 22

未払法人税等 78 147

賞与引当金 420 252

役員賞与引当金 16 11

その他 668 1,000

流動負債合計 6,536 6,858

固定負債   

長期借入金 275 293

リース債務 36 25

繰延税金負債 44 44

退職給付引当金 918 938

役員退職慰労引当金 206 226

訴訟損失引当金 75 75

長期預り保証金 159 135

資産除去債務 13 13

その他 6 27

固定負債合計 1,735 1,782

負債合計 8,272 8,641

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,249 4,249

資本剰余金 4,058 4,058

利益剰余金 16,382 16,827

自己株式 △1,454 △1,454

株主資本合計 23,236 23,680

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 262 312

為替換算調整勘定 △4,098 △4,183

その他の包括利益累計額合計 △3,835 △3,871

少数株主持分 1,290 1,398

純資産合計 20,690 21,208

負債純資産合計 28,962 29,849
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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：百万円)

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 17,560 17,778

売上原価 12,656 12,763

売上総利益 4,904 5,014

販売費及び一般管理費 4,215 4,268

営業利益 688 746

営業外収益   

受取利息 93 87

受取配当金 40 40

持分法による投資利益 244 340

その他 73 42

営業外収益合計 452 511

営業外費用   

支払利息 19 18

為替差損 44 1

その他 26 21

営業外費用合計 90 41

経常利益 1,051 1,216

特別利益   

固定資産売却益 1 3

その他 0 1

特別利益合計 1 4

特別損失   

固定資産除売却損 11 5

投資有価証券評価損 2 －

持分変動損失 － 40

その他 0 0

特別損失合計 14 47

税金等調整前四半期純利益 1,038 1,174

法人税等 249 254

少数株主損益調整前四半期純利益 789 920

少数株主利益 143 101

四半期純利益 645 818
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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：百万円)

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 789 920

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △250 49

為替換算調整勘定 △477 △105

持分法適用会社に対する持分相当額 △251 28

その他の包括利益合計 △979 △28

四半期包括利益 △190 891

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △266 783

少数株主に係る四半期包括利益 76 108
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該当事項はありません。 

  

 子会社ユシロジェットケミカルズ株式会社の元共同経営者から、同社株式の買取り請求及び損害賠

償の訴訟を受け、第１審判決が平成22年４月13日にありました。当社は判決内容を不服として控訴

し、平成23年１月18日、上級審において第１審の決定を全て破棄する判決が下されましたが、元共同

経営者が、この判決を受け上告し、 高裁にて再審理することとなりました。この訴訟の経過等の状

況を判断して将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を訴訟損失引当金として

計上しております。なお、平成25年１月16日、 高裁において元共同経営者の上告を棄却する判決が

下されましたが、マレーシア国における司法制度を考慮し、当四半期においては訴訟損失引当金とし

て計上している金額の取り崩しを行っておりません。 

  

Ⅰ 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） 

  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：百万円）

 
（注）１ 各地域セグメントに属する国 

 
 ２ セグメント利益（営業利益）の調整額△１百万円は、未実現利益の消去であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（四半期連結貸借対照表）

訴訟損失引当金

（５）セグメント情報等

報告セグメント
調整額 
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額日本

南北
アメリカ

中国
東南アジア
／インド

合計

売上高

 外部顧客への売上高 12,270 2,015 2,141 1,133 17,560 － 17,560

 セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

365 50 － 16 432 △432 －

計 12,636 2,066 2,141 1,150 17,993 △432 17,560

セグメント利益 284 152 210 42 690 △1 688

日       本 ： 日本

南 北 ア メ リ カ ： アメリカ、ブラジル、メキシコ

中      国 ： 中国

東南アジア／インド ： タイ、マレーシア、インド、インドネシア
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Ⅱ 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） 

  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：百万円）

 
（注）１ 各地域セグメントに属する国 

 
 ２ セグメント利益（営業利益）の調整額△４百万円は、未実現利益の消去であります。 

  

該当事項はありません。 

  

報告セグメント
調整額 
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額日本

南北
アメリカ

中国
東南アジア
／インド

合計

売上高

 外部顧客への売上高 12,232 2,181 2,113 1,250 17,778 － 17,778

 セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

358 55 － 0 414 △414 －

計 12,591 2,237 2,113 1,251 18,193 △414 17,778

セグメント利益 
又は損失（△）

531 87 168 △37 750 △4 746

日       本 ： 日本

南 北 ア メ リ カ ： アメリカ、ブラジル、メキシコ

中      国 ： 中国

東南アジア／インド ： タイ、マレーシア、インド、インドネシア

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ユシロ化学工業㈱（5013）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

－10－




