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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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3月期第1四半期 18,156 11.6 308 7.5 389 7.6 213 8.7
24年3月期第1四半期 16,262 17.3 286 ― 362 ― 196 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 39百万円 （△65.9％） 24年3月期第1四半期 115百万円 （―％）

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1四半期 14.50 ―

24年3月期第1四半期 13.14 ―

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 45,995 28,955 63.0 1,970.89
24年3月期 47,978 29,186 60.8 1,978.13

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  28,955百万円 24年3月期  29,186百万円

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 ― 5.00 ― 15.00 20.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 5.00 ― 15.00 20.00

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、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) 35,800 4.1 680 △22.8 810 △20.2 450 △18.7 30.54
通期 73,860 0.3 1,770 △20.1 2,040 △18.4 1,160 △1.0 78.74



(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」 をご覧ください。 

(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、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）Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  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 15,574,366 株 24年3月期 15,574,366 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 882,983 株 24年3月期 819,986 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 14,732,634 株 24年3月期1Q 14,958,797 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における日本経済は、引き続き緩やかな回復基調にあるといわれる中で、鉱工業生産

は堅調な自動車販売等により持ち直しの動きが見られ、設備投資は機械受注においては増加傾向にあるものの、建

築工事費予定額は弱含みの状況にあるようです。 

 このような環境の中、当社グループの売上は自動車向け機械工具事業及び工作機械事業においては比較的好調な

結果となり、工業機器事業、鉄骨建築資材事業では堅調に推移しました。 

 それらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ11.6％増加し181億５千６百万円となり

ました。営業利益は同7.5％増の３億８百万円、経常利益は同7.6％増の３億８千９百万円となりました。その結

果、四半期純利益は同8.7％増の２億１千３百万円となりました。 

  

セグメントの状況は次の通りです。 

（機器・工具事業） 

 当事業の売上高は前年同期比8.8％増の95億１千３百万円となりました。機械工業を中心とした鉱工業生産の緩

やかな回復等により工業機器事業が同6.5％増、自動車販売の持ち直し等により自動車向け機械工具事業が同

20.0％増となったこと等によります。これらの結果、営業利益は同44.6％増の１億７千３百万円となりました。 

  

（機械・設備事業） 

 当事業の売上高は前年同期比21.5％増の34億４千４百万円となりました。工作機械受注の順調な回復等により、

工作機械事業が同33.6％増となりましたが、FAシステム事業は同14.1％減となりました。これらの結果、営業利益

は同240.6％増の５千７百万円となりました。 

  

（建築・配管資材事業） 

 当事業の売上高は前年同期比11.0％増の51億９千９百万円となりました。鉄骨建築資材事業は、前年の震災仮設

住宅向けブレース分が今年度マイナス要因となり、機械工具類や鋲螺類等の拡販に努めた結果、前年同期に比べ

10.0％増となり、配管資材事業は事業拡大施策等により同15.3％増となりました。自社製品販売比率の低下等の事

由により、営業利益は同58.1％減の５千１百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ19億８千３百万円減少し、459億９千５百万

円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加４億８千３百万円、受取手形及び売掛金の減少25億４千７

百万円等により流動資産が18億６千１百万円減少したこと、投資有価証券の減少２億５千６百万円等により固定資

産が１億２千１百万円減少したことによります。 

  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ17億５千２百万円減少し、170億４千万円とな

りました。この主な要因は、賞与引当金の増加２億３千２百万円、支払手形及び買掛金の減少12億５千２百万円、

未払法人税等の減少６億４千５百万円等により流動負債が16億３千８百万円減少したこと、繰延税金負債の減少８

千３百万円等により固定負債が１億１千３百万円減少したことによります。 

  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ２億３千万円減少し、289億５千５百万円と

なりました。この主な要因は、四半期純利益の計上により２億１千３百万円増加、剰余金の配当により２億２千１

百万円減少、自己株式の取得により４千９百万円減少、その他有価証券評価差額金が１億７千４百万円減少したこ

とによります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月７日に公表いたしました平成25年３月期の連結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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（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 

 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 

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  

（減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に

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。 

 これによる損益に与える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
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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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,016,031 7,499,448

受取手形及び売掛金 24,028,203 21,480,686

商品及び製品 2,783,521 2,839,881

仕掛品 538,112 530,949

原材料及び貯蔵品 158,181 168,403

繰延税金資産 328,804 372,952

その他 244,822 346,236

貸倒引当金 △38,622 △41,308

流動資産合計 35,059,054 33,197,250

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,430,455 2,394,244

土地 6,698,875 6,698,875

その他（純額） 307,433 299,002

有形固定資産合計 9,436,764 9,392,122

無形固定資産 61,749 57,147

投資その他の資産   

投資有価証券 2,268,341 2,011,928

前払年金費用 99,722 105,308

繰延税金資産 101,420 95,606

その他 1,058,840 1,244,151

貸倒引当金 △106,938 △107,907

投資その他の資産合計 3,421,387 3,349,087

固定資産合計 12,919,901 12,798,357

資産合計 47,978,955 45,995,608
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(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 15,577,306 14,324,347

未払法人税等 863,658 218,424

賞与引当金 485,223 717,986

役員賞与引当金 26,780 6,292

災害損失引当金 8,431 8,431

その他 865,228 912,749

流動負債合計 17,826,627 16,188,232

固定負債   

繰延税金負債 450,064 366,643

退職給付引当金 341,326 310,219

その他 174,800 175,346

固定負債合計 966,191 852,208

負債合計 18,792,818 17,040,441

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,232,413 5,232,413

資本剰余金 6,135,350 6,135,350

利益剰余金 17,536,634 17,528,949

自己株式 △442,468 △491,626

株主資本合計 28,461,930 28,405,088

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 724,207 550,078

その他の包括利益累計額合計 724,207 550,078

純資産合計 29,186,137 28,955,166

負債純資産合計 47,978,955 45,995,608
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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

売上高 16,262,340 18,156,816

売上原価 13,932,986 15,680,949

売上総利益 2,329,354 2,475,867

販売費及び一般管理費 2,042,397 2,167,522

営業利益 286,957 308,344

営業外収益   

受取利息 1,228 1,585

受取配当金 20,379 16,368

仕入割引 102,082 116,773

受取賃貸料 7,626 7,945

その他 4,798 4,636

営業外収益合計 136,115 147,309

営業外費用   

売上割引 57,243 63,536

賃貸収入原価 1,075 1,008

その他 2,743 1,655

営業外費用合計 61,063 66,200

経常利益 362,008 389,453

特別利益   

投資有価証券売却益 15,344 －

特別利益合計 15,344 －

特別損失   

災害による損失 6,185 －

特別損失合計 6,185 －

税金等調整前四半期純利益 371,167 389,453

法人税、住民税及び事業税 220,528 207,194

法人税等調整額 △45,979 △31,372

法人税等合計 174,549 175,822

少数株主損益調整前四半期純利益 196,618 213,631

四半期純利益 196,618 213,631
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 196,618 213,631

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △80,847 △174,128

その他の包括利益合計 △80,847 △174,128

四半期包括利益 115,770 39,502

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 115,770 39,502

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。   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）  

１．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  

（注）① セグメント利益の調整額26,986千円には、セグメント間取引消去28,964千円、たな卸資産の調整額△1,977千円

が含まれております。 

   ② セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。   

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）  

１．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  

（注）① セグメント利益の調整額25,478千円には、セグメント間取引消去27,990千円、たな卸資産の調整額△2,511千円

が含まれております。 

   ② セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。   

  

 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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額  
（注）① 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）② 

機器・工具 機械・設備
建築・配管

資材 
計

売上高             

外部顧客への売上高  8,744,024 2,834,120 4,684,195 16,262,340  － 16,262,340

セグメント間の内部
売上高又は振替高  152,245 55,101 4,741 212,088  △212,088 －

計  8,896,270 2,889,222 4,688,936 16,474,428  △212,088 16,262,340

セグメント利益  120,011 16,971 122,987 259,970  26,986 286,957

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額  
（注）① 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）② 

機器・工具 機械・設備
建築・配管

資材 
計

売上高             

外部顧客への売上高  9,513,254 3,444,142 5,199,419 18,156,816  － 18,156,816

セグメント間の内部
売上高又は振替高  207,130 111,114 3,809 322,054  △322,054 －

計  9,720,385 3,555,256 5,203,228 18,478,870  △322,054 18,156,816

セグメント利益  173,489 57,804 51,572 282,866  25,478 308,344

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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