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(百万円未満切捨て)

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）
（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 8,719 2.2 418 15.3 496 17.3 272 17.5
24年３月期第２四半期 8,530 0.2 362 △7.7 423 △11.4 231 △18.8

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 207百万円( 9.8％) 24年３月期第２四半期 188百万円( △6.2％)

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 32.07 ―
24年３月期第２四半期 26.96 ―

（２）連結財政状態

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 15,822 9,644 61.0
24年３月期 15,943 9,572 60.0

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 9,644百万円 24年３月期 9,572百万円

２．配当の状況

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00

25年３月期 ― 8.50

25年３月期(予想) ― 8.50 17.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 17,500 3.6 680 11.0 900 6.3 450 8.7 52.65

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



 

  

 

 

   

   

   

   

   

 
  

  

     

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（注）詳細は、【添付資料】４ページ「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 9,328,000株 24年３月期 9,328,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 883,212株 24年３月期 780,884株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 8,499,717株 24年３月期２Ｑ 8,604,574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の記載に関する記述は、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、四半期決算短信（添付資
料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、雇用情勢および設備投資は持ち直しの動きが見られるも

のの、欧州の政府債務危機、福島原発事故後の電力供給の制約、デフレの影響など依然として厳しい状

況で推移しました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは顧客ニーズに合致する提案活動を継続して顧客満足の向

上に取り組むとともに、環境配慮型の製品開発を推進し、品質力とコスト競争力を強化して業績向上に

取り組みました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は87億19百万円（前年同期比2.2％増）となり、営業

利益４億18百万円（前年同期比15.3％増）、経常利益４億96百万円（前年同期比17.3％増）、四半期純

利益も２億72百万円（前年同期比17.5％増）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より１億21百万円減少し、158億22百万

円となりました。 

 流動資産については、現金及び預金、その他流動資産等の増加により前連結会計年度末に比べて１億

42百万円増加しております。固定資産については、投資有価証券の償還等により、前連結会計年度末に

比べて２億63百万円減少しております。 

 負債合計は61億77百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億93百万円減少しております。流動負

債については、支払手形及び買掛金、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べて１億61

百万円減少しております。固定負債については、長期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ

て32百万円減少しております。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は96億44百万円となり、前連結会計年度末に比べて

72百万円の増加となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ４億４百万円増加し、26億88百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られた資金は、５億37百万円（前年同期比２億51百万円の減少）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益４億80百万円に加え、３億67百万円の減価償却費の計上

及び２億93百万円の法人税等の支払等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって得られた資金は、85百万円（前年同四半期は２億42百万円の支出）となりまし

た。これは主に、投資有価証券の償還による収入２億円、定期預金の減少による純収入70百万円、有

形固定資産の取得による支出２億29百万円等によるものであります。 

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
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、１億98百万円（前年同期比０百万円の増加）となりました。これ

は主に、長期借入金の返済による支出１億21百万円に加え、配当金の支払72百万円等によるものであ

ります。 

  

平成25年３月期の見通しにつきまして、平成24年５月９日の決算発表時の業績予想数値からの変更は

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。 

  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する

方法によっております。  

  

  

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。 

 この変更に伴う、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）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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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 2,527,003 2,860,370 

受取手形及び売掛金 4,077,418 4,002,401 

商品及び製品 676,741 507,562 

仕掛品 99,625 114,111 

原材料及び貯蔵品 686,397 615,791 

その他 282,492 392,327 

貸倒引当金 △14,394 △14,824 

流動資産合計 8,335,284 8,477,739 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,378,674 2,350,470 

機械装置及び運搬具（純額） 1,652,020 1,853,818 

その他（純額） 1,931,537 1,804,795 

有形固定資産合計 5,962,232 6,009,084 

無形固定資産 92,379 110,949 

投資その他の資産   

投資有価証券 884,917 554,811 

その他 727,318 729,628 

貸倒引当金 △58,474 △59,773 

投資その他の資産合計 1,553,762 1,224,666 

固定資産合計 7,608,374 7,344,700 

資産合計 15,943,658 15,822,440 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,101,886 2,950,507 

短期借入金 383,645 363,841 

未払法人税等 278,322 186,011 

賞与引当金 214,921 213,135 

その他 1,005,241 1,109,484 

流動負債合計 4,984,015 4,822,980 

固定負債   

長期借入金 19,772 － 

退職給付引当金 982,745 972,676 

役員退職慰労引当金 172,859 179,895 

その他 211,954 202,055 

固定負債合計 1,387,332 1,354,627 

負債合計 6,371,348 6,177,607 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400 

資本剰余金 345,514 345,514 

利益剰余金 9,384,654 9,584,575 

自己株式 △401,911 △464,127 

株主資本合計 9,794,657 9,932,361 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 148,743 78,201 

為替換算調整勘定 △371,091 △365,731 

その他の包括利益累計額合計 △222,347 △287,529 

純資産合計 9,572,310 9,644,832 

負債純資産合計 15,943,658 15,822,440 
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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 8,530,298 8,719,394 

売上原価 6,738,353 6,880,110 

売上総利益 1,791,944 1,839,283 

販売費及び一般管理費 1,428,975 1,420,764 

営業利益 362,969 418,519 

営業外収益   

受取利息 4,913 2,050 

受取配当金 8,203 7,286 

受取賃貸料 99,883 95,655 

その他 34,477 35,296 

営業外収益合計 147,477 140,288 

営業外費用   

支払利息 10,188 8,979 

不動産賃貸費用 8,737 8,045 

為替差損 55,429 33,004 

売上割引 4,794 4,843 

その他 7,600 6,969 

営業外費用合計 86,750 61,842 

経常利益 423,697 496,965 

特別利益   

固定資産売却益 215 22,082 

受取保険金 21,700 － 

特別利益合計 21,915 22,082 

特別損失   

固定資産売却損 11,663 77 

固定資産除却損 7,373 5,971 

投資有価証券評価損 － 31,520 

ゴルフ会員権評価損 － 1,300 

特別損失合計 19,037 38,869 

税金等調整前四半期純利益 426,574 480,177 

法人税、住民税及び事業税 219,361 202,859 

法人税等調整額 △24,724 4,747 

法人税等合計 194,637 207,606 

少数株主損益調整前四半期純利益 231,937 272,571 

少数株主利益 － － 

四半期純利益 231,937 272,571 
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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 231,937 272,571 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △55,683 △70,541 

為替換算調整勘定 12,693 5,360 

その他の包括利益合計 △42,990 △65,181 

四半期包括利益 188,947 207,389 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 188,947 207,389 

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 426,574 480,177 

減価償却費 414,623 367,600 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,174 1,730 

賞与引当金の増減額（△は減少） 9 △1,785 

受取保険金 △21,700 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,924 △10,069 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,958 7,036 

受取利息及び受取配当金 △13,116 △9,337 

支払利息 10,188 8,979 

為替差損益（△は益） 14,335 20,141 

固定資産売却損益（△は益） 11,448 △22,004 

固定資産除却損 7,373 5,971 

投資有価証券評価損益（△は益） － 31,520 

売上債権の増減額（△は増加） 100,105 72,659 

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,799 238,672 

前払年金費用の増減額（△は増加） 25,616 22,146 

仕入債務の増減額（△は減少） △42,554 △168,938 

その他 △78,468 △215,488 

小計 875,345 829,011 

利息及び配当金の受取額 12,327 11,270 

利息の支払額 △10,235 △9,026 

保険金の受取額 21,700 － 

法人税等の支払額 △110,040 △293,695 

営業活動によるキャッシュ・フロー 789,097 537,559 

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 △197,115 △127,136 

定期預金の払戻による収入 197,106 198,115 

有形固定資産の取得による支出 △275,633 △229,999 

有形固定資産の除却による支出 △843 △4,574 

有形固定資産の売却による収入 18,806 38,845 

無形固定資産の取得による支出 △425 － 

投資有価証券の取得による支出 △418 △552 

投資有価証券の償還による収入 － 200,000 

貸付けによる支出 △3,850 △6,770 

貸付金の回収による収入 19,953 18,652 

その他 △130 △1,387 

投資活動によるキャッシュ・フロー △242,550 85,195 
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(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) 

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） 8,494 77,610 

長期借入金の返済による支出 △122,251 △121,304 

自己株式の取得による支出 △496 △62,216 

配当金の支払額 △73,082 △72,606 

その他 △10,407 △19,716 

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,745 △198,234 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,426 △20,174 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 334,375 404,345 

現金及び現金同等物の期首残高 1,896,874 2,283,888 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,231,249 2,688,234 
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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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