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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(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2四半期 1,849 33.0 70 ― 48 ― 38 ―
24年3月期第2四半期 1,390 1.0 △82 ― △111 ― △141 ―

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2四半期 9.58 ―
24年3月期第2四半期 △35.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 5,075 1,054 20.8
24年3月期 5,545 1,072 19.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,054百万円 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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

通期 4,020 12.7 264 60.6 220 91.2 136 48.2 34.03



(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2Q 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2Q 26,521 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2Q 3,996,350 株 24年3月期2Q 3,997,305 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２四半期累計期間における日本経済は、復興需要等を背景として緩やかながらも景気に回復傾向が見られま

したが、長期化する円高や欧州の景気後退に加え、中国の景況感悪化などといった海外経済の弱い動きから輸出や

鉱工業生産が停滞し、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

 このような経済状況ではありましたが、当社におきましては、統制のとれた効率的営業活動を実現するため平成

21年11月に断行した営業体制改革の効果が、実施３年目の当第２四半期累計期間において顕著に現れたことから、

受注は大幅に増加しました。この改革は、各営業拠点の大多数の営業員を広島本社に異動させ、分散していた営業

機能を本社に集約するとともに、本社営業員は拠点の営業員と連携して見積・見積追跡・営業活動・生産手配を行

う体制としたものであります。受注は、特に発光効率の向上と大量生産による低価格化のため広く社会に普及して

きたLEDを組み込んだサイン製品群において増加しており、結果、当第２四半期累計期間の売上高は、18億49百万  

円（前年同期比33.0％増）となりました。  

  損益面では、大幅な増収により、営業利益は70百万円（前年同期は82百万円の営業損失）、経常利益は48百万円

（前年同期は１億11百万円の経常損失）、四半期純利益は38百万円（前年同期は１億41百万円の四半期純損失）と

なりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

 当第２四半期会計期間末における流動資産は16億25百万円となり、前事業年度末に比べ４億25百万円減少いた

しました。これは主に受取手形及び売掛金が３億34百万円減少したことによるものであります。固定資産は34億

50百万円となり、前事業年度末に比べ43百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が28百万円減少した

ことによるものであります。 

 この結果、総資産は、50億75百万円となり、前事業年度末に比べ４億69百万円減少いたしました。  

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における流動負債は21億５百万円となり、前事業年度末に比べ２億38百万円減少いた

しました。これは主に支払手形及び買掛金が１億46百万円減少したことによるものであります。固定負債は19億

15百万円となり、前事業年度末に比べ２億12百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が２億９百万円減

少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、40億21百万円となり、前事業年度末に比べ４億51百万円減少いたしました。  

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は10億54百万円となり、前事業年度末に比べ18百万円減少いたし

ました。これは主に四半期純利益が38百万円生じたものの剰余金の配当が39百万円生じたことによるものであり

ます。 

 この結果、自己資本比率は20.8%（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、売上高が大幅に伸びたことから、平成25年３月期の通期の業績予想を修正いたしま

した。 

 詳細につきましては、本日（平成24年10月26日）公表いたしました「平成25年３月期第２四半期累計期間にお

ける業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

   

（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、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２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 321,532 221,856

受取手形及び売掛金 1,470,485 1,136,443

有価証券 62,770 58,425

商品及び製品 21,995 27,249

仕掛品 35,513 43,482

原材料及び貯蔵品 92,429 87,420

その他 62,193 60,428

貸倒引当金 △15,393 △9,502

流動資産合計 2,051,527 1,625,802

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 832,080 815,259

土地 1,422,080 1,422,080

その他（純額） 368,995 355,783

有形固定資産合計 2,623,156 2,593,123

無形固定資産 13,318 12,928

投資その他の資産   

投資有価証券 183,858 171,438

投資不動産（純額） 451,955 446,414

その他 230,219 238,210

貸倒引当金 △8,771 △11,972

投資その他の資産合計 857,261 844,091

固定資産合計 3,493,736 3,450,143

資産合計 5,545,264 5,075,945



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 963,425 817,196

短期借入金 1,115,094 1,024,054

未払法人税等 9,191 12,901

賞与引当金 36,043 54,241

その他 220,727 197,103

流動負債合計 2,344,481 2,105,497

固定負債   

長期借入金 1,711,061 1,501,112

退職給付引当金 98,833 99,987

役員退職慰労引当金 297,720 297,720

資産除去債務 2,019 2,034

その他 18,333 15,000

固定負債合計 2,127,966 1,915,853

負債合計 4,472,448 4,021,350

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 144,645 142,952

自己株式 △8,397 △8,434

株主資本合計 1,065,918 1,064,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,897 △9,594

評価・換算差額等合計 6,897 △9,594

純資産合計 1,072,815 1,054,594

負債純資産合計 5,545,264 5,075,945



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,390,665 1,849,303

売上原価 936,432 1,196,547

売上総利益 454,232 652,756

販売費及び一般管理費 536,896 582,190

営業利益又は営業損失（△） △82,664 70,566

営業外収益   

受取利息 1,793 1,516

受取配当金 1,939 2,121

受取地代家賃 13,087 12,794

その他 1,069 4,016

営業外収益合計 17,890 20,449

営業外費用   

支払利息 27,219 23,817

債権保全利息 8,152 8,805

その他 10,867 9,935

営業外費用合計 46,238 42,558

経常利益又は経常損失（△） △111,012 48,456

特別利益   

受取保険金 12,276 －

特別利益合計 12,276 －

特別損失   

固定資産除却損 － 120

災害による損失 8,958 －

特別損失合計 8,958 120

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △107,694 48,336

法人税、住民税及び事業税 2,867 10,065

法人税等調整額 31,390 －

法人税等合計 34,257 10,065

四半期純利益又は四半期純損失（△） △141,952 38,271



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△107,694 48,336

減価償却費 56,535 57,843

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,435 △2,689

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,660 18,198

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,680 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,435 1,154

受取利息及び受取配当金 △3,733 △3,687

支払利息 27,219 23,817

固定資産除却損 － 120

売上債権の増減額（△は増加） 552,210 334,042

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,343 △8,213

仕入債務の増減額（△は減少） △248,851 △146,228

その他の資産の増減額（△は増加） △1,954 6,278

その他の負債の増減額（△は減少） △43,079 △42,509

小計 214,158 286,462

利息及び配当金の受取額 3,733 3,687

利息の支払額 △26,730 △23,542

法人税等の支払額 △5,693 △5,734

営業活動によるキャッシュ・フロー 185,468 260,874

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △65,100 △49,000

定期預金の払戻による収入 60,200 49,000

有形固定資産の取得による支出 △12,666 △5,513

無形固定資産の取得による支出 － △1,770

投資有価証券の取得による支出 △120 △140

敷金・保証金等の増減額（△は減少） △15,206 △6,365

貸付けによる支出 △5,440 △12,250

貸付金の回収による収入 11,267 6,201

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,065 △19,840

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △290,000 △190,000

長期借入れによる収入 875,000 344,000

長期借入金の返済による支出 △613,681 △454,989

自己株式の取得による支出 △65 △36

配当金の支払額 △39,531 △39,684

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,278 △340,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90,125 △99,676

現金及び現金同等物の期首残高 88,585 215,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 178,710 115,856



  該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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