
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年10月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 蔵王産業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9986 URL http://www.zaohnet.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 土方 孝悦
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 沓澤 孝則 TEL 03-5600-0315
四半期報告書提出予定日 平成24年11月14日 配当支払開始予定日 平成24年12月10日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 3,093 10.2 408 1.4 424 △0.2 242 1.8
24年3月期第2四半期 2,806 6.4 402 39.4 425 39.4 237 29.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 228百万円 （9.7％） 24年3月期第2四半期 208百万円 （22.5％）

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 41.45 ―
24年3月期第2四半期 40.72 ―

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2四半期 10,434 8,878 85.1 1,520.59
24年3月期 10,535 8,772 83.3 1,502.40
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  8,878百万円 24年3月期  8,772百万円

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 ― 15.00 ― 21.00 36.00
25年3月期 ― 18.00
25年3月期（予想） ― 18.00 36.00

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 6,515 6.1 902 7.2 915 4.6 518 13.4 88.72



(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４ページ「２．サマリー情報（その他）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」をご覧下さい。 

(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
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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．（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 5,840,000 株 24年3月期 5,840,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,180 株 24年3月期 1,138 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 5,838,855 株 24年3月期2Q 5,838,914 株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要等により緩やかながら回

復のきざしが見え始めましたが、円高の定着やデフレの長期化等から企業業績の下振れ懸念が予想され

るほか、海外においても欧州の金融不安、新興諸国での成長鈍化等の影響もあり、依然として先行き不

透明な状況が続きました。 

このような状況のなか、当社グループ（当社及び当社の子会社）は、引き続き積極的な新商品の投

入、代理店販売の拡充等に努めてまいりました。   

また、コンシューマー向けの小型スチーム機はホームセンタールートで好調に推移いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,093百万円（前年同四半期比10.2％増）、

営業利益408百万円（前年同四半期比1.4％増）、当四半期純利益242百万円（前年同四半期比1.8％増）

となりました。  

なお、当社グループは、環境クリーニング機器等以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられる

ため、セグメントの記載は省略しております。  

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計期間末と比べて100百万円減少し、

10,434百万円となりました。減少の主な要因は、現金及び預金が50百万円、商品が59百万円、有価証券

が100百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が255百万円減少したこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて206百万円減少し、1,556百万円となりました。減少の主な要

因は、支払手形及び買掛金が15百万円、未払法人税等が84百万円、その他の合計が138百万円減少した

こと等によるものであります。  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて106百万円増加し、8,878百万円となりました。この結果、

自己資本比率は85.1％となりました。  

  

（キャッシュ・フローについて） 

営業活動の結果得られた資金は、291百万円（前年同四半期比11百万円減）となりました。収入の主

な要因は、税金等調整前四半期純利益が424百万円、売上債権の減少額が255百万円、減価償却費が44百

万円であり、支出の主な要因は、法人税等の支払額が234百万円、未払金の減少額が72百万円、たな卸

資産の増加額が59百万円あったこと等によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、12百万円（前年同四半期は22百万円の収入）となりました。支出の

主な要因は、有形固定資産の取得による支出が20百万円あったこと等によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、127百万円（前年同四半期比56百万円減）となりました。支出の主

な要因は、配当金の支払額が122百万円あったこと等によるものであります。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ

151百万円増加し、3,376百万円となりました。 

  

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

蔵王産業㈱（9986）　平成25年3月期第2四半期決算短信

2



  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予

想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては、平成24年４月27日公表の業績予想

から変更はありません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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。  

  

該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

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の方法に変更してお

ります。  

    なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

２．サマリー情報(その他)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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 2,314,745 2,365,679

受取手形及び売掛金 1,612,830 1,357,404

有価証券 910,172 1,010,534

商品 655,278 714,454

繰延税金資産 116,334 85,272

その他 22,393 19,180

貸倒引当金 △1,350 △1,180

流動資産合計 5,630,404 5,551,347

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,179,052 1,148,011

土地 3,270,925 3,270,925

その他（純額） 55,193 65,324

有形固定資産合計 4,505,170 4,484,260

無形固定資産   

その他 16,498 15,264

無形固定資産合計 16,498 15,264

投資その他の資産   

投資有価証券 78,200 78,200

長期性預金 100,000 100,000

繰延税金資産 128,908 135,730

その他 76,781 70,264

貸倒引当金 △620 △530

投資その他の資産合計 383,270 383,664

固定資産合計 4,904,938 4,883,190

資産合計 10,535,342 10,434,537
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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 194,956 179,036

未払法人税等 244,760 160,212

賞与引当金 108,325 103,710

商品保証引当金 9,800 9,100

その他 415,185 276,595

流動負債合計 973,026 728,654

固定負債   

退職給付引当金 359,597 380,271

役員退職慰労引当金 164,375 171,685

再評価に係る繰延税金負債 205,147 205,147

その他 60,897 70,328

固定負債合計 790,018 827,433

負債合計 1,763,045 1,556,087

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681

資本剰余金 2,122,148 2,122,148

利益剰余金 7,046,451 7,165,839

自己株式 △1,022 △1,053

株主資本合計 10,965,259 11,084,615

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 1,785 △11,418

土地再評価差額金 △2,194,746 △2,194,746

その他の包括利益累計額合計 △2,192,961 △2,206,165

純資産合計 8,772,297 8,878,450

負債純資産合計 10,535,342 10,434,537

蔵王産業㈱（9986）　平成25年3月期第2四半期決算短信

6



（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 2,806,912 3,093,044

売上原価 1,267,815 1,514,381

売上総利益 1,539,097 1,578,663

販売費及び一般管理費 1,136,229 1,169,990

営業利益 402,867 408,672

営業外収益   

受取利息 1,235 725

受取配当金 601 704

為替差益 9,628 7,109

有形固定資産売却益 579 191

不動産賃貸料 8,844 6,630

その他 2,000 3,620

営業外収益合計 22,889 18,981

営業外費用   

売上割引 － 2,914

営業外費用合計 － 2,914

経常利益 425,757 424,739

税金等調整前四半期純利益 425,757 424,739

法人税、住民税及び事業税 167,600 150,400

法人税等調整額 20,423 32,336

法人税等合計 188,023 182,736

少数株主損益調整前四半期純利益 237,733 242,003

少数株主利益 － －

四半期純利益 237,733 242,003
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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 237,733 242,003

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 △29,086 △13,203

その他の包括利益合計 △29,086 △13,203

四半期包括利益 208,646 228,800

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 208,646 228,800

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 425,757 424,739

減価償却費 45,005 44,352

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,320 △4,615

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,535 20,674

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,448 7,310

商品保証引当金の増減額（△は減少） △3,200 △700

貸倒引当金の増減額（△は減少） 180 △260

災害損失引当金の増減額（△は減少） △8,391 －

受取利息及び受取配当金 △1,837 △1,429

為替差損益（△は益） 0 46

有形固定資産売却損益（△は益） △579 △191

売上債権の増減額（△は増加） 102,895 255,517

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,326 △59,986

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,050 △1,350

仕入債務の増減額（△は減少） 9,983 △15,919

未払金の増減額（△は減少） △26,925 △72,310

未払費用の増減額（△は減少） △8,356 △28,170

その他の流動負債の増減額（△は減少） 22,569 △44,645

その他の固定負債の増減額（△は減少） 3,279 1,823

小計 548,770 524,885

利息及び配当金の受取額 2,004 1,430

法人税等の支払額 △247,113 △234,398

営業活動によるキャッシュ・フロー 303,660 291,917

投資活動によるキャッシュ・フロー   

従業員に対する貸付けによる支出 △3,550 －

従業員に対する貸付金の回収による収入 5,752 6,273

有形固定資産の取得による支出 △767 △20,317

有形固定資産の売却による収入 1,089 206

その他の支出 △51 △119

その他の収入 20,401 975

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,874 △12,981

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △51 △31

リース債務の返済による支出 △3,638 △5,021

親会社による配当金の支払額 △179,965 △122,538

財務活動によるキャッシュ・フロー △183,655 △127,591

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,878 151,296

現金及び現金同等物の期首残高 3,128,040 3,224,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,270,919 3,376,214
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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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