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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 3,388 9.4 △36 ― △60 ― △44 ―
24年3月期第2四半期 3,097 1.0 △104 ― △127 ― △84 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △56百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △90百万円 （―％）

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2四半期 △8.88 ―
24年3月期第2四半期 △16.91 ―

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 8,532 3,302 38.7
24年3月期 8,828 3,419 38.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,302百万円 24年3月期  3,419百万円

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 ― 12.00 12.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 12.00 12.00

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  ：  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

通期 7,311 4.5 335 118.1 291 129.9 139 170.8 27.83



(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）「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２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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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の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

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 5,000,000 株 24年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 5,911 株 24年3月期 4,943 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,994,580 株 24年3月期2Q 4,996,012 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、継続的な復興需要やエコカー減税等の政策により緩やかな回

復基調でありましたが、欧州債務危機や円高の長期化等のマイナス要因があり、先行きは変わらず不透明な状況が

続いております。 

 当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、震災関連の復興工事が本格化したことと、補正予

算執行により公共工事が増加いたしましたが、全国的に見ると動きが弱い地域も多く依然として厳しい経営環境が

続いております。 

 この様な状況下、需要の増加に対応するため、商品の適正な調達や仕入単価の低減、提案型営業の推進等を行っ

てまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高 百万円（前年同期比9.4%増）、営業損失 百

万円（前年同期は104百万円の損失）、経常損失 百万円（前年同期は127百万円の損失）、四半期純損失 百万円

（前年同期は84百万円の損失）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金の減少 百万円、受取手形及び売掛金の減少 百万円、建物及び構築物の

増加 百万円、リース資産の減少 百万円によるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となりま

した。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少 百万円、借入金の減少 百万円、リース債務の減少 百万

円であります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となり

ました。この主な要因は、四半期純損失 百万円、配当金の支払59百万円であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想は、第２四半期連結累計期間の業績予想と実績値に差異が発生いたしましたが、平成25年３月期業績予

想につきましては、平成24年５月９日に公表いたしました業績予想から、現時点において変更はありません。 

 なお、詳細につきましては、本日平成24年10月30日公表の「第２四半期累計期間業績予想と実績値との差異に関

するお知らせ」をご参照下さい。 

   

（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、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、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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四

半期純損失に与える影響はそれぞれ軽微であります。 

   

該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,388 36

60 44
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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 2,355,305 2,202,782

受取手形及び売掛金 2,118,521 1,968,962

商品及び製品 694,017 713,559

原材料 149,723 149,237

繰延税金資産 46,769 66,059

その他 56,803 48,157

貸倒引当金 △9,500 △7,900

流動資産合計 5,411,641 5,140,859

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 688,130 797,525

レンタル資産（純額） 189,613 189,144

土地 1,407,326 1,407,326

リース資産（純額） 650,542 540,336

その他（純額） 14,853 15,530

有形固定資産合計 2,950,466 2,949,863

無形固定資産 24,105 21,975

投資その他の資産   

投資有価証券 282,024 263,555

繰延税金資産 24,153 24,250

その他 147,182 143,770

貸倒引当金 △10,730 △11,386

投資その他の資産合計 442,630 420,190

固定資産合計 3,417,202 3,392,029

資産合計 8,828,844 8,532,888

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 849,553 791,193

短期借入金 1,681,000 1,681,000

1年内返済予定の長期借入金 695,000 180,000

リース債務 217,498 214,275

未払法人税等 14,730 26,472

賞与引当金 61,424 77,034

その他 175,745 179,728

流動負債合計 3,694,952 3,149,704

固定負債   

長期借入金 1,035,000 1,510,000

リース債務 445,470 336,223

長期未払金 65,783 65,600

再評価に係る繰延税金負債 110,827 110,827

退職給付引当金 56,026 56,433

その他 1,479 1,479

固定負債合計 1,714,586 2,080,563

負債合計 5,409,538 5,230,267



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 2,824,666 2,720,383

自己株式 △1,319 △1,556

株主資本合計 4,677,436 4,572,917

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,168 △1,995

土地再評価差額金 △1,268,300 △1,268,300

その他の包括利益累計額合計 △1,258,131 △1,270,295

純資産合計 3,419,305 3,302,621

負債純資産合計 8,828,844 8,532,888



（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 3,097,662 3,388,837

売上原価 1,734,711 1,909,332

売上総利益 1,362,950 1,479,505

販売費及び一般管理費 1,467,504 1,515,997

営業損失（△） △104,553 △36,492

営業外収益   

受取利息 2,652 2,445

受取配当金 1,867 1,886

貸倒引当金戻入額 － 1,444

投資有価証券評価益 54 －

その他 4,594 5,675

営業外収益合計 9,167 11,451

営業外費用   

支払利息 29,346 27,199

投資有価証券評価損 － 6,302

その他 2,921 2,457

営業外費用合計 32,267 35,959

経常損失（△） △127,654 △60,999

特別利益   

投資有価証券売却益 10,321 －

受取保険金 － 20,032

特別利益合計 10,321 20,032

特別損失   

固定資産除却損 － 1,545

特別損失合計 － 1,545

税金等調整前四半期純損失（△） △117,333 △42,512

法人税、住民税及び事業税 18,020 21,213

法人税等調整額 △50,867 △19,384

法人税等合計 △32,847 1,829

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △84,485 △44,341

四半期純損失（△） △84,485 △44,341



（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損失（△） △84,485 △44,341

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,987 △12,164

その他の包括利益合計 △5,987 △12,164

四半期包括利益 △90,472 △56,506

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △90,472 △56,506

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 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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