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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 822 6.2 10 △51.5 13 △54.5 △4 ―
24年3月期第1四半期 775 △0.6 22 ― 28 ― 14 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △14百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 15百万円 （―％）

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 △0.97 ―
24年3月期第1四半期 2.95 ―

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 4,646 3,609 77.7
24年3月期 4,789 3,801 79.4
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,609百万円 24年3月期  3,801百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

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) 1,925 11.3 78 17.1 85 17.5 56 55.0 11.72
通期 3,889 14.2 162 112.3 177 82.1 113 ― 23.65



(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  
（注）詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「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
四半期連結財務諸表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、その
達成を当社として約束する趣旨ものではありません。また、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２ページ「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。 

※  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 5,722,500 株 24年3月期 5,722,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,434,927 株 24年3月期 943,921 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 4,541,495 株 24年3月期1Q 5,073,058 株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、引き続く欧州地域の財政問題の深刻化、中国をはじ

めアジア市場の減速懸念により不透明な状況で推移しました。また、国内経済においては、国内の設備

投資意欲が減速する中、海外需要も低迷する弱含みで推移しました。 

 このような状況の中、当社グループは主要な取引先業界の国内外における産業構造変換の影響を大き

く受けておりますが、これまで培ってきた当社の技術を改めて集約し、国内外のお客様に対して積極的

な提案営業を取り組んでまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は８億22百万円（前年同期比

6.2%増）となりました。また、利益面におきましては、営業利益が10百万円（前年同期比51.5%減）、

経常利益が13百万円（前年同期比54.5%減）となり、四半期純損失４百万円（前年同期は四半期純利益

14百万円）となりました。 

 しかしながら、当第１四半期連結累計期間の後半には需要回復の兆候が現れており、引き続きこれら

の提案型営業を推進する事により、業容の拡大を図ってまいります。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して１億43百万円減少

し、46億46百万円となりました。これは主として仕掛品27百万円、原材料及び貯蔵品が20百万円増加

し、現金及び預金が37百万円、受取手形及び売掛金が１億19百万円、投資有価証券が25百万円減少し

たことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して48百万円増加し、10億37百万円となりました。これは主とし

て支払手形及び買掛金が91百万円増加し、未払法人税等が51百万円減少したことによるものでありま

す。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して１億92百万円減少し、36億９百万円となりました。これは

主として利益剰余金が40百万円減少し、自己株式を１億42百万円取得したことによるものでありま

す。 

 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して1.7ポイント減少し、77.7％となり

ました。 

  

平成25年３月期の通期の業績見通しにつきましては、平成24年５月11日の決算発表時の業績予想から

変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。  

  

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日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。なお、この変更による影響は軽微であります。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 税金費用の計算

（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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,576,910 1,539,835

受取手形及び売掛金 852,537 733,075

商品及び製品 92,682 90,745

仕掛品 164,550 192,441

原材料及び貯蔵品 112,757 132,961

その他 53,334 52,323

貸倒引当金 △776 △1,632

流動資産合計 2,851,996 2,739,750

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 567,431 561,525

土地 1,010,810 1,015,560

その他（純額） 49,810 46,851

有形固定資産合計 1,628,052 1,623,937

無形固定資産 6,503 5,970

投資その他の資産   

投資有価証券 261,926 236,464

その他 42,762 44,687

貸倒引当金 △1,505 △4,685

投資その他の資産合計 303,183 276,466

固定資産合計 1,937,739 1,906,374

資産合計 4,789,736 4,646,124
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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 698,703 790,304

未払法人税等 67,857 15,926

未払消費税等 8,367 4,139

賞与引当金 20,206 12,796

その他 85,740 103,152

流動負債合計 880,875 926,319

固定負債   

退職給付引当金 36,497 38,148

役員退職慰労引当金 65,269 67,444

その他 5,466 5,167

固定負債合計 107,233 110,760

負債合計 988,109 1,037,079

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 942,600 942,600

利益剰余金 2,110,077 2,069,849

自己株式 △313,571 △455,757

株主資本合計 3,814,506 3,632,092

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,287 △22,670

為替換算調整勘定 △6,591 △376

その他の包括利益累計額合計 △12,879 △23,047

純資産合計 3,801,627 3,609,044

負債純資産合計 4,789,736 4,646,124
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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 775,011 822,991

売上原価 562,506 604,054

売上総利益 212,504 218,937

販売費及び一般管理費 189,844 207,940

営業利益 22,660 10,996

営業外収益   

受取利息 0 21

受取配当金 6,380 472

受取賃貸料 2,889 2,937

その他 505 246

営業外収益合計 9,776 3,677

営業外費用   

支払利息 20 －

為替差損 3,252 1,025

自己株式取得費用 － 400

その他 548 232

営業外費用合計 3,821 1,658

経常利益 28,615 13,015

特別損失   

工具器具備品除却損 13 20

投資有価証券評価損 148 2,059

特別損失合計 162 2,079

税金等調整前四半期純利益 28,452 10,936

法人税等 13,504 15,323

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

14,948 △4,387

四半期純利益又は四半期純損失（△） 14,948 △4,387
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

14,948 △4,387

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,209 △16,383

為替換算調整勘定 2,836 6,214

その他の包括利益合計 626 △10,168

四半期包括利益 15,575 △14,556

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 15,575 △14,556

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。 

  

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連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）セグメント情報等

（５）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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