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（百万円未満切捨て） 
１．平成25年３月期第１四半期の業績（平成24年３月21日～平成24年６月20日） 
（１）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１四半期 1,491 10.4 2 － 16 236.2 14 17.6 
24年 ３月期第１四半期 1,350 △ 5.1 △6 － 4 △34.5 12 139.0 

 

 
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１四半期 3.14 － 
24年 ３月期第１四半期 2.67 － 

 
（２）財政状態 

 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 ３月期第１四半期 3,909 2,336 59.8 504.14 
24年 ３月期 3,981 2,390 60.0 515.83 

(参考)自己資本 25年３月期第１四半期         2,336百万円 24年３月期         2,390百万円 

 
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   
24年 ３月期 － 0.00 － 5.00 5.00   
25年 ３月期 －    

25年 ３月期(予想)  0.00 － 5.00 5.00   

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成25年３月期の業績予想（平成24年３月21日～平成25年３月20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） 

 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) 2,990 2.0 19 △18.1 43 △10.7 39 △28.6 8.41 
通  期 6,000 1.1 46 21.1 95 9.5 86 △8.8 18.56 

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 



 

  

※ 注記事項 
 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 

 
 

（２）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 

 
 

（３）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) 25年３月期１Ｑ 4,680,000株 24年３月期 4,680,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 45,528株 24年３月期 45,528株

③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期１Ｑ 4,634,472株 24年３月期１Ｑ 4,635,185株

 
 
 ※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、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。 

 

※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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州の債務危機再燃からの円高・株安の進行や電力の安定供給へ

の懸念など景気の先行きは不透明感が漂う中にありましたが、東日本大震災からの復旧による企業活動などによ

り、全体としては持ち直しの動きがみられました。 

  当機械工具業界におきましては、主要ユーザーである自動車関連産業が、エコカー補助金復活による乗用車販売

の増加などもあり、震災により一時的に減少した生産量にも回復基調が続いております。 

 このような環境下にあって当社は、生産財の供給商社として、引き続き被災地東北の復興支援をテーマとしてお

客様重視の営業活動を展開してまいりましたほか、利益重視の体質転換をテーマとして思い切った店舗再編も期初

に実施いたしました。 

 その結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高1,491百万円（前年同期比10.4％増）、営業利益２百万円

（前年同期は営業損失６百万円）、経常利益16百万円（前年同期比236.2％増）、四半期純利益14百万円（前年同

期比17.6％増）と増収増益となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債および純資産の状況 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、3,909百万円となり前事業年度末に比べ、72百万円減少しました。

この主な要因は、流動資産で、受取手形及び売掛金が118百万円減少し、投資等の投資有価証券で保有株式等の時

価下落により43百万円減少したこと等であります。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における負債合計は、1,573百万円となり前事業年度末に比べ、17百万円減少しまし

た。主な要因は、流動負債の支払手形及び買掛金が94百万円減少したこと等であります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産は、2,336百万円となり前事業年度末に比べ、54百万円減少しました。

主な要因は、四半期純利益の計上14百万円となりましたが、期末配当金の支払額23百万円と、その他有価証券評価

差額金の減少45百万円によるものであります。 

 なお、当四半期会計期間末における自己資本比率は59.8％となり、前事業年度末に比べ0.2ポイント下落してお

ります。 

    

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成25年３月期の業績予想につきましては、現時点では、平成24年４月27日の決算発表時に公表いたしました業

績予想からの変更はありません。 

     

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

 該当事項はありません。 

  

（３）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修正より、「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（注記事項）に関する事項
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 518,952 549,150

受取手形及び売掛金 2,054,078 1,935,807

有価証券 100,353 100,340

商品 197,396 252,848

その他 20,962 20,753

貸倒引当金 △4,970 △4,700

流動資産合計 2,886,774 2,854,200

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 127,177 133,936

土地 210,555 210,555

その他（純額） 19,980 26,809

有形固定資産合計 357,714 371,301

無形固定資産 8,958 8,650

投資その他の資産   

投資有価証券 611,547 567,653

その他 128,749 120,862

貸倒引当金 △11,983 △13,043

投資その他の資産合計 728,313 675,472

固定資産合計 1,094,985 1,055,424

資産合計 3,981,759 3,909,625

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,320,032 1,225,309

未払法人税等 11,923 3,571

賞与引当金 18,000 3,200

役員賞与引当金 9,500 2,375

災害損失引当金 6,733 6,733

その他 113,477 227,534

流動負債合計 1,479,667 1,468,723

固定負債   

退職給付引当金 44,165 39,685

役員退職慰労引当金 50,400 50,875

その他 16,912 13,908

固定負債合計 111,477 104,468

負債合計 1,591,144 1,573,192
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,550 1,017,550

資本剰余金 1,174,661 1,174,661

利益剰余金 206,130 197,530

自己株式 △7,040 △7,040

株主資本合計 2,391,301 2,382,701

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △686 △46,268

評価・換算差額等合計 △686 △46,268

純資産合計 2,390,614 2,336,432

負債純資産合計 3,981,759 3,909,625
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

売上高 1,350,726 1,491,055

売上原価 1,172,940 1,292,621

売上総利益 177,785 198,433

販売費及び一般管理費 184,629 195,490

営業利益又は営業損失（△） △6,844 2,943

営業外収益   

仕入割引 9,783 11,514

その他 3,281 3,174

営業外収益合計 13,065 14,688

営業外費用   

支払利息 819 624

為替差損 188 －

その他 238 283

営業外費用合計 1,246 908

経常利益 4,974 16,723

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,180 －

災害見舞金受取額 8,131 －

特別利益合計 13,311 －

特別損失   

災害見舞金等 2,466 －

投資有価証券評価損 1,454 －

特別損失合計 3,920 －

税引前四半期純利益 14,364 16,723

法人税、住民税及び事業税 1,968 2,151

法人税等合計 1,968 2,151

四半期純利益 12,395 14,572
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。。 

   

 当社は、機械、工具及び産業機械・器具等の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。  

   

 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

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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