
  

１．平成25年２月期第１四半期の連結業績（平成24年２月21日～平成24年５月20日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年２月期の連結業績予想（平成24年２月21日～平成25年２月20日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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２月期第１四半期  4,494  55.7  210  △19.7  251  △6.7  157  △9.5

24年２月期第１四半期  2,886  44.6  261  40.3  269  33.2  174  114.5

（注）包括利益 25年２月期第１四半期 318百万円（ ％） 53.9   24年２月期第１四半期 206百万円 （ ％） －

  
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２月期第１四半期  23.98  －

24年２月期第１四半期  26.50  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年２月期第１四半期  23,385  14,176  60.6  2,158.41

24年２月期  22,615  13,989  61.9  2,129.92

（参考）自己資本 25年２月期第１四半期 14,176百万円   24年２月期 13,989百万円 

  
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２月期  － 10.00 － 20.00  30.00

25年２月期  －       
25年２月期（予想）   15.00 － 15.00  30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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）

  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）  9,870  56.2  1,129  85.3  1,146  96.3  779  110.5  118.61

通期  16,450  1.0  1,810  2.8  1,845  2.6  1,276  3.2  194.28

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

新規   社  （社名）       、除外   社  （社名） 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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                        ： 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２月期１Ｑ 7,200,000株 24年２月期 7,200,000株

②  期末自己株式数 25年２月期１Ｑ 632,135株 24年２月期 632,135株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期１Ｑ 6,567,865株 24年２月期１Ｑ 6,567,902株

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。

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後

の様々な要因によって予想数値と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２ページを参照してください。
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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におけるわが国経済は、東日本大震災の復興本格化等により持ち直しの動きがみら

れ、景気は緩やかな上昇基調にありましたが、電力の安定供給への懸念及び欧州債務問題の再燃を原因とした世界

経済の不透明感から円高、株安の進行が加速され、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

  このような状況のもと当社グループは、高い技術力で競合他社との差別化をはかり、市場の拡大に努めてまいり

ましたが、一部に更に高い技術力が必要とする案件にも挑戦した結果、完成まで時間を要し原価の上昇となりまし

た。 

  以上の結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は4,494百万円（前年同四半期比55.7％増）、

営業利益は210百万円（同19.7％減）、経常利益は251百万円（同6.7％減）、四半期純利益は157百万円（同9.5％

減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 財政状態の変動状況 

  第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ769百万円増加し23,385百万円となりま

した。現金及び預金が856百万円減少いたしましたが、受取手形及び売掛金が995百万円、仕掛品が336百万円及び

原材料及び貯蔵品が160百万円増加いたしました。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ582百万円増加し9,209百万円となりました。支払手形及び買掛金が297百

万円、前受金が264百万円及び未払法人税等が101百万円増加いたしました。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ187百万円増加し14,176百万円となりました。これは主に、為替換算調

整勘定の増加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 

 当第１四半期連結累計期間の業績につきましては概ね計画どおり推移しております。よって、現時点では平成24

年４月６日発表の連結業績予想を変更しておりません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。    

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法の改正（「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律 

平成23年12月２日 法律第114号」及び「法人税法施行令の一部を改正する政令 平成23年12月２日 政令第379

号」）に伴い、平成24年４月１日以後取得の有形固定資産の減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変

更しております。この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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２月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,478,827 5,622,228

受取手形及び売掛金 5,911,611 6,907,564

商品及び製品 13,364 13,471

仕掛品 2,748,549 3,085,432

原材料及び貯蔵品 496,871 657,521

その他 573,782 600,481

貸倒引当金 △2,400 △800

流動資産合計 16,220,608 16,885,900

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,197,184 1,209,224

機械装置及び運搬具（純額） 398,237 443,013

土地 3,388,285 3,388,285

リース資産（純額） 57,604 55,304

建設仮勘定 411,526 462,204

その他（純額） 69,708 74,859

有形固定資産合計 5,522,546 5,632,891

無形固定資産 156,025 167,295

投資その他の資産   

投資有価証券 569,809 549,572

その他 146,930 149,515

投資その他の資産合計 716,740 699,087

固定資産合計 6,395,312 6,499,274

資産合計 22,615,920 23,385,174

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,184,236 5,481,391

リース債務 9,659 9,659

未払法人税等 94,478 196,169

前受金 2,332,412 2,596,501

賞与引当金 127,535 163,449

役員賞与引当金 37,000 8,250

その他 387,013 296,376

流動負債合計 8,172,336 8,751,797

固定負債   

退職給付引当金 111,558 117,781

リース債務 50,273 47,858

長期未払金 291,358 291,259

その他 1,335 361

固定負債合計 454,525 457,260

負債合計 8,626,862 9,209,057
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,888,510 1,888,510

資本剰余金 2,750,330 2,750,330

利益剰余金 11,091,294 11,117,411

自己株式 △594,251 △594,251

株主資本合計 15,135,883 15,162,000

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 198,353 182,824

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 △179,949 △3,477

その他の包括利益累計額合計 △1,146,825 △985,883

純資産合計 13,989,058 14,176,117

負債純資産合計 22,615,920 23,385,174
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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21日 
 至 平成23年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年５月20日) 

売上高 2,886,544 4,494,902

売上原価 2,325,500 3,973,393

売上総利益 561,044 521,508

販売費及び一般管理費 299,054 311,082

営業利益 261,989 210,426

営業外収益   

受取利息 4,935 17,753

受取配当金 1,023 2,113

為替差益 － 15,843

その他 3,074 5,725

営業外収益合計 9,032 41,435

営業外費用   

為替差損 315 －

その他 978 297

営業外費用合計 1,293 297

経常利益 269,728 251,564

特別利益   

過年度固定資産税還付金 4,047 －

特別利益合計 4,047 －

特別損失   

固定資産除却損 － 49

投資有価証券評価損 4,773 －

特別損失合計 4,773 49

税金等調整前四半期純利益 269,003 251,515

法人税、住民税及び事業税 67,000 168,645

法人税等調整額 27,942 △74,605

法人税等合計 94,943 94,040

少数株主損益調整前四半期純利益 174,059 157,474

四半期純利益 174,059 157,474
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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21日 
 至 平成23年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年５月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 174,059 157,474

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,225 △15,528

為替換算調整勘定 39,122 176,471

その他の包括利益合計 32,897 160,942

四半期包括利益 206,956 318,416

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 206,956 318,416

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。    

   

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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