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1.  平成25年1月期第1四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年4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 ％

25年1月期第1四半期 16,294 △14.3 1,181 30.2 1,202 33.0 1,126 44.8
24年1月期第1四半期 19,011 23.1 907 6.8 904 9.9 778 1.5

（注）包括利益 25年1月期第1四半期 1,205百万円 （64.1％） 24年1月期第1四半期 734百万円 （―％）

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1月期第1四半期 45.57 ―

24年1月期第1四半期 31.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年1月期第1四半期 30,093 10,991 36.5
24年1月期 25,751 9,885 38.4

（参考） 自己資本   25年1月期第1四半期  10,991百万円 24年1月期  9,885百万円

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1月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年1月期 ―

25年1月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成25年1月期の連結業績予想（平成24年2月1日～平成25年1月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 26,600 △14.8 580 △41.7 600 △40.2 500 △40.0 20.22
通期 51,000 △2.0 1,110 53.8 1,150 42.5 940 64.0 38.02



(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  ：  無  

(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ます。なお、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
に基づく四半期レビュー手続は終了しております。 

※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、【添付資
料】Ｐ.２「1．当四半期決算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」をご覧ください。 
 
(四半期決算補足説明資料の入手方法について) 
 四半期決算補足説明資料は平成24年6月8日(金)に当社ホームページに掲載いたします。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 25年1月期1Q 24,832,857 株 24年1月期 24,832,857 株

② 期末自己株式数 25年1月期1Q 107,190 株 24年1月期 104,933 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期1Q 24,726,716 株 24年1月期1Q 24,730,924 株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年２月１日～平成24年４月30日）におけるわが国経済は、個

人消費や生産活動に緩やかな回復の兆しが見えたものの、欧州の金融不安や原油価格の高騰等、景

気の下振れリスクも存在し、先行きの不透明な状況で推移いたしました。 

当ディスプレイ業界の事業環境につきましては、個人消費の緩やかな回復を背景に、店舗投資・

設備投資に活発さが戻りつつあるものの、依然として価格競争は厳しく、予断を許さない状況が続

いております。 

このような状況のもと当グループは、中期経営計画（平成24年１月期～平成26年１月期）に基づ

き、厳しい経営環境の中でも確実に利益を創出し、成長し続けるべく強靭な企業体質の構築を目指

して経営改革に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は162億94百万円（前年同四半期比14.3％減）と

なり、営業利益は11億81百万円（前年同四半期比30.2％増）、経常利益は12億２百万円（前年同四

半期比33.0％増）、四半期純利益は11億26百万円（前年同四半期比44.8％増）となりました。 

なお、当第１四半期連結累計期間の受注高は123億73百万円となりました。 

   

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて16.9％増加し、300億93百万円となりました。

これは、主に未成工事支出金等が４億57百万円減少したものの、受取手形・完成工事未収入金等が

50億46百万円増加したことによるものであります。 

（負債の部） 

負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて20.4％増加し、191億１百万円となりました。

これは、主に支払手形・工事未払金等が17億83百万円、短期借入金が22億15百万円それぞれ増加し

たことによるものであります。 

（純資産の部） 

純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて11.2％増加し、109億91百万円となりまし

た。これは、主に剰余金の配当を98百万円行ったものの、四半期純利益を11億26百万円計上したた

め、利益剰余金が10億27百万円増加したことによるものであります。 

   

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想については、概ね予想通りに推移しており、平成24年３月16日に発表した業績予想に変

更はありません。   

1． 当四半期決算に関する定性的情報
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2. 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１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,716,368 3,553,150

受取手形・完成工事未収入金等 6,259,620 11,305,692

未成工事支出金等 5,271,830 4,814,031

その他 427,326 323,139

貸倒引当金 △1,370 △4,319

流動資産合計 15,673,776 19,991,694

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,453,001 4,453,001

その他（純額） 1,442,552 1,426,120

有形固定資産合計 5,895,553 5,879,122

無形固定資産 392,472 419,287

投資その他の資産   

その他 4,044,060 4,051,783

貸倒引当金 △254,375 △248,652

投資その他の資産合計 3,789,684 3,803,131

固定資産合計 10,077,710 10,101,541

資産合計 25,751,487 30,093,235

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 6,162,020 7,945,220

短期借入金 1,260,000 3,475,000

未成工事受入金 1,860,802 2,036,816

引当金 544,481 476,502

その他 1,669,543 1,039,427

流動負債合計 11,496,848 14,972,966

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 2,526,000 2,241,000

引当金 84,967 82,793

その他 757,766 804,893

固定負債合計 4,368,734 4,128,687

負債合計 15,865,582 19,101,654
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,026,750 4,026,750

資本剰余金 4,024,840 4,024,840

利益剰余金 1,665,397 2,693,185

自己株式 △42,118 △42,657

株主資本合計 9,674,869 10,702,118

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 236,638 303,755

為替換算調整勘定 △25,603 △14,292

その他の包括利益累計額合計 211,034 289,462

純資産合計 9,885,904 10,991,581

負債純資産合計 25,751,487 30,093,235
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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２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

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

売上高 19,011,620 16,294,798

売上原価 16,596,958 13,708,390

売上総利益 2,414,661 2,586,407

販売費及び一般管理費 1,507,135 1,404,701

営業利益 907,526 1,181,705

営業外収益   

仕入割引 19,982 17,046

為替差益 5,297 14,748

その他 14,379 15,908

営業外収益合計 39,659 47,702

営業外費用   

支払利息 29,827 21,238

社債発行費 10,422 －

その他 2,263 5,213

営業外費用合計 42,512 26,451

経常利益 904,673 1,202,956

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5,551

貸倒引当金戻入額 8,279 －

役員退職慰労引当金戻入額 3,884 －

その他 1,058 －

特別利益合計 13,222 5,551

特別損失   

投資有価証券評価損 28,815 49

固定資産除却損 1,687 1,527

ゴルフ会員権評価損 － 1,400

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,266 －

その他 12,247 －

特別損失合計 77,016 2,976

税金等調整前四半期純利益 840,879 1,205,530

法人税、住民税及び事業税 47,223 71,199

法人税等調整額 15,352 7,632

法人税等合計 62,576 78,831

少数株主損益調整前四半期純利益 778,302 1,126,699

四半期純利益 778,302 1,126,699
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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２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 778,302 1,126,699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49,155 67,117

為替換算調整勘定 5,369 11,310

その他の包括利益合計 △43,785 78,427

四半期包括利益 734,516 1,205,126

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 734,516 1,205,126
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(3）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。  

   

(4）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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