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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

（注）平成24年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については、平成23年３月期第１四半期において四半期連結財務諸表を作成しているため記載し 
   ておりません。 

(2) 財政状態 

  

(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 839 29.3 2 ― △3 ― △5 ―
24年3月期第1四半期 648 ― △67 ― △79 ― △78 ―

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 △1.44 ―
24年3月期第1四半期 △19.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 5,188 1,014 19.6
24年3月期 5,545 1,072 19.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,014百万円 24年3月期  1,072百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 1,502 8.0 △60 ― △81 ― △84 ― △21.02
通期 3,650 2.3 168 2.2 126 9.5 72 △21.5 18.02



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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1Q 4,022,774 株 24年3月期 4,022,774 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 26,421 株 24年3月期 26,328 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 3,996,400 株 24年3月期1Q 3,997,407 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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続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の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。 
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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日本経済は、震災復興の動きに合わせた個人消費の持ち直し、企業収益の向上などが

見られ、緩やかながら拡大基調にありました。 

 当サイン業界におきましても、民間企業における投資意欲増加の動きを背景に、受注状況は拡大基調にあり、ほぼリ

ーマンショック前の売上高を確保しました。 

 その結果、当第１四半期累計期間の売上高は８億39百万円（前年同期比29.3％増）となり、また営業損益において

は、当社の受注が下期に偏るため、第１及び第２四半期累計期間においては通常は損失となりますが、当第１四半期累

計期間については僅かながら利益を確保しました。 

 営業利益は２百万円（前年同期は67百万円の営業損失）、経常損失は３百万円（前年同期は79百万円）、四半期純損

失は５百万円（前年同期は78百万円）となりました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における流動資産は17億19百万円となり、前事業年度末に比べ３億32百万円減少いた

しました。これは主に売上債権が２億76百万円減少したことによるものであります。固定資産につきましては34

億69百万円と、前事業年度末に比べ24百万円減少とほぼ横ばいでありました。この結果、総資産は、51億88百万

円となり、前事業年度末に比べ３億57百万円減少いたしました。  

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債は21億97百万円となり、前事業年度末に比べ１億47百万円減少いた

しました。これは主に有利子負債が73百万円、仕入債務が51百万円減少したことによるものであります。また、

固定負債は19億76百万円となり、前事業年度末に比べ１億51百万円減少いたしました。これは主に有利子負債が

１億49百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、41億73百万円となり、前事業年度末に比べ２億98百万円減少いたしました。  

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は10億14百万円となり、前事業年度末に比べ58百万円減少いたし

ました。これは主に剰余金の配当39百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は19.6%（前事業年度末は19.3%）となりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成24年５月15日に公表いたしました「平成24年３月期決算短信」から変更はありま

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 

（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） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益への影響は軽微であります。 

  

   

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



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 321,532 261,945

受取手形及び売掛金 1,470,485 1,194,225

有価証券 62,770 56,430

商品及び製品 21,995 27,424

仕掛品 35,513 36,574

原材料及び貯蔵品 92,429 94,950

その他 62,193 57,519

貸倒引当金 △15,393 △9,909

流動資産合計 2,051,527 1,719,161

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 832,080 823,670

土地 1,422,080 1,422,080

その他（純額） 368,995 353,843

有形固定資産合計 2,623,156 2,599,593

無形固定資産 13,318 12,249

投資その他の資産   

投資有価証券 183,858 174,115

投資不動産（純額） 451,955 449,184

その他 230,219 243,514

貸倒引当金 △8,771 △9,601

投資その他の資産合計 857,261 857,213

固定資産合計 3,493,736 3,469,056

資産合計 5,545,264 5,188,217



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 963,425 911,595

短期借入金 1,115,094 1,041,866

未払法人税等 9,191 2,771

賞与引当金 36,043 76,314

その他 220,727 164,607

流動負債合計 2,344,481 2,197,153

固定負債   

長期借入金 1,711,061 1,561,852

退職給付引当金 98,833 99,780

役員退職慰労引当金 297,720 297,720

資産除去債務 2,019 2,026

その他 18,333 15,000

固定負債合計 2,127,966 1,976,379

負債合計 4,472,448 4,173,533

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,740 664,740

資本剰余金 264,930 264,930

利益剰余金 144,645 98,915

自己株式 △8,397 △8,414

株主資本合計 1,065,918 1,020,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,897 △5,486

評価・換算差額等合計 6,897 △5,486

純資産合計 1,072,815 1,014,684

負債純資産合計 5,545,264 5,188,217



（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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 648,793 839,088

売上原価 450,742 551,469

売上総利益 198,051 287,618

販売費及び一般管理費 265,351 284,694

営業利益又は営業損失（△） △67,299 2,924

営業外収益   

受取利息 895 751

受取配当金 1,939 2,117

受取地代家賃 6,842 6,507

貸倒引当金戻入額 － 4,653

その他 660 584

営業外収益合計 10,338 14,614

営業外費用   

支払利息 13,642 12,090

債権保全利息 4,336 4,556

その他 4,999 4,748

営業外費用合計 22,978 21,395

経常損失（△） △79,938 △3,856

特別利益   

償却債権取立益 165 －

受取保険金 11,424 －

特別利益合計 11,590 －

特別損失   

固定資産除却損 － 120

災害による損失 8,337 －

特別損失合計 8,337 120

税引前四半期純損失（△） △76,686 △3,976

法人税、住民税及び事業税 1,781 1,789

法人税等合計 1,781 1,789

四半期純損失（△） △78,468 △5,765



 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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