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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 12,109 4.2 270 63.3 407 46.2 267 44.8
24年3月期第2四半期 11,624 1.7 165 △56.9 278 △39.9 184 △75.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 270百万円 （41.6％） 24年3月期第2四半期 190百万円 （△74.9％）

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 15.34 ―

24年3月期第2四半期 10.59 ―

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 25,277 10,956 42.1
24年3月期 26,128 10,743 40.0

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  10,650百万円 24年3月期  10,452百万円

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00
25年3月期 ― 2.00

25年3月期（予想） ― 3.00 5.00

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、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 24,000 △1.9 550 △4.6 700 △10.0 400 3.6 22.95



(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）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。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」 （1）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、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2Q 17,573,454 株 24年3月期 17,573,454 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 141,698 株 24年3月期 139,689 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 17,433,184 株 24年3月期2Q 17,437,476 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要等により緩やかな

回復傾向も見られましたが、長期化する欧州債務問題による経済不安の影響や中国における需要減少

等、不透明感を深めながら推移致しました。 

 このような情勢のもと、当社グループといたしましては、生産の効率化、品質の向上やお客様のニ

ーズにあった製品の提供につとめてまいりました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は121億

９百万円（前年同期比4.2％増）となりました。 

 利益面につきましては、売上高の増加に加えて、原価低減活動の強化等に積極的に取組みました結

果、営業利益は２億70百万円（前年同期比63.3％増）、経常利益は４億７百万円（前年同期比46.2％

増）、四半期純利益は２億67百万円（前年同期比44.8％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は252億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億51

百万円の減少となりました。このうち、流動資産の減少（前連結会計年度末比７億４百万円減）は売

上債権の減少によるもの、固定資産の減少（前連結会計年度末比１億46百万円減）は減価償却による

もの、がそれぞれ主な要因となっております。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は143億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億64

百万円の減少となりました。このうち、流動負債の増加（前連結会計年度末比19億22百万円増）は１

年以内返済予定となった長期借入金の流動負債への振替による増加、固定負債の減少（前連結会計年

度末比29億86百万円減）は前述の長期借入金の流動負債への振替による減少、がそれぞれ主な要因と

なっております。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は109億56百万円となり、利益剰余金の増加等により前

連結会計年度末に比べ２億12百万円の増加となりました。 

  

今後の見通しといたしましては、依然として不透明な経済情勢が続くと予想され、経営環境への影

響は予断を許さないものと思われます。  

 当社グループといたしましては、このような状況に対処するため、新規の需要開拓と受注の獲得に

鋭意取組むとともに、より一層の品質向上、徹底した原価低減や業務改革など経営全般の効率化を推

進し、企業体質の強化と業績の向上につとめていく所存であります。 

なお、平成24年４月26日に公表いたしました平成25年３月期通期の連結業績予想につきましては、

当第２四半期において修正しております。  

  

  

  

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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当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

これに伴う当第２四半期連結累計期間の損益への影響は、軽微であります。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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）
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３．四半期連結財務諸表
（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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 329,841 462,679

受取手形及び売掛金 10,098,216 9,455,174

有価証券 1,512 1,311

商品及び製品 213,694 257,497

仕掛品 1,414,591 1,417,563

原材料及び貯蔵品 227,176 221,018

繰延税金資産 540,959 464,350

未収入金 1,039,137 874,983

その他 7,609 13,443

貸倒引当金 △50,000 △50,000

流動資産合計 13,822,739 13,118,023

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,051,650 2,922,808

機械装置及び運搬具（純額） 4,300,223 4,203,147

工具、器具及び備品（純額） 127,474 131,068

土地 1,915,475 1,915,475

建設仮勘定 133,640 184,231

その他（純額） 26,564 20,986

有形固定資産合計 9,555,028 9,377,717

無形固定資産 8,268 8,450

投資その他の資産

投資有価証券 1,965,950 1,980,770

長期貸付金 17,535 16,191

繰延税金資産 600,115 600,585

その他 174,152 190,539

貸倒引当金 △15,050 △15,050

投資その他の資産合計 2,742,704 2,773,037

固定資産合計 12,306,001 12,159,205

資産合計 26,128,741 25,277,228
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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２四半期連結会計期間
(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 7,040,005 6,378,741

短期借入金 1,420,000 1,220,000

1年内返済予定の長期借入金 － 3,000,000

未払金 725,813 494,873

未払費用 721,905 756,212

未払法人税等 47,477 50,050

未払消費税等 57,695 54,865

役員賞与引当金 38,500 18,000

その他 56,649 57,587

流動負債合計 10,108,046 12,030,330

固定負債

長期借入金 3,000,000 －

退職給付引当金 2,130,846 2,140,220

役員退職慰労引当金 115,215 122,700

環境対策引当金 14,024 14,024

その他 16,643 13,475

固定負債合計 5,276,728 2,290,419

負債合計 15,384,775 14,320,750

純資産の部

株主資本

資本金 2,317,954 2,317,954

資本剰余金 1,872,174 1,872,174

利益剰余金 6,285,769 6,500,882

自己株式 △38,527 △38,939

株主資本合計 10,437,370 10,652,072

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,052 △1,877

その他の包括利益累計額合計 15,052 △1,877

少数株主持分 291,542 306,282

純資産合計 10,743,965 10,956,477

負債純資産合計 26,128,741 25,277,228
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

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

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

売上高 11,624,363 12,109,049

売上原価 10,849,607 11,221,845

売上総利益 774,755 887,203

販売費及び一般管理費 608,842 616,245

営業利益 165,913 270,958

営業外収益

持分法による投資利益 99,691 108,677

補助金収入 37,400 37,400

その他 22,854 22,068

営業外収益合計 159,946 168,145

営業外費用

支払利息 43,299 29,529

その他 3,957 2,193

営業外費用合計 47,257 31,722

経常利益 278,602 407,380

特別利益

固定資産売却益 10 1

特別利益合計 10 1

特別損失

減損損失 1,401 1,605

固定資産除却損 1,551 1,204

その他 355 －

特別損失合計 3,307 2,809

税金等調整前四半期純利益 275,304 404,572

法人税、住民税及び事業税 18,674 40,093

法人税等調整額 64,897 77,236

法人税等合計 83,571 117,330

少数株主損益調整前四半期純利益 191,733 287,242

少数株主利益 7,022 19,740

四半期純利益 184,710 267,502
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 191,733 287,242

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △305 △1,971

持分法適用会社に対する持分相当額 △564 △14,958

その他の包括利益合計 △869 △16,930

四半期包括利益 190,863 270,312

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 183,840 250,571

少数株主に係る四半期包括利益 7,022 19,740
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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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