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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 7,179 12.0 233 81.4 232 114.0 124 132.3
24年3月期第2四半期 6,409 7.9 128 △10.3 108 △24.4 53 57.5

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 3,900.00 ―
24年3月期第2四半期 1,678.80 ―

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 11,811 7,868 66.6 246,060.44
24年3月期 12,105 7,841 64.8 245,221.56
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  7,868百万円 24年3月期  7,841百万円

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
25年3月期 ― 2,500.00
25年3月期（予想） ― 2,500.00 5,000.00

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  ：  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 14,500 2.1 450 43.1 440 57.8 220 148.2 6,879.73



(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 

（注）「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、添付資料P.２「２．サマリー情報（注記事
項）に関する事項（2）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。 

(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 41,920 株 24年3月期 41,920 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 9,942 株 24年3月期 9,942 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 31,978 株 24年3月期2Q 31,978 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きの対象外であり、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を実施しております。 

※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、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については２ページ
「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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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わが国経済は、復興関連需要などから国内需要が堅調に推移し、緩やかに持ち直

しつつあります。しかし、海外経済の減速や長期化する円高の影響、そして継続している厳しい雇用・所得環境な

ど、景気の先行きは依然として不透明な状況となっております。 

 当業界におきましては、公共投資・民間設備投資とも緩やかな増加基調にあるものの、依然として低水準であ

り、需給関係は改善されず、企業間の受注・価格競争は厳しい環境が続いております。 

 このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守及びお客様対応の充実も含

め、顧客満足を 優先に全力を傾注し営業活動を展開いたしました。これにより売上高は7,179百万円（前年同四

半期比12.0％増）となりました。 

 利益につきましては、受注・価格競争が激しさを増すなか、増収により営業利益は233百万円（前年同四半期比

81.4％増）、経常利益は232百万円（前年同四半期比114.0％増）、四半期純利益は124百万円（前年同四半期比

132.3％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

売上債権の回収などにより現金及び預金が1,081百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が1,282百万円減少い

たしました。これらの結果、流動資産合計は前事業年度末比258百万円（2.9％）減少し、8,577百万円となりまし

た。 

（固定資産） 

無形固定資産が28百万円増加したものの、減価償却などにより有形固定資産が52百万円減少いたしました。これら

の結果、固定資産合計は前事業年度末比35百万円（1.1％）減少し、3,234百万円となりました。 

（流動負債） 

未払法人税等が83百万円増加したものの、仕入債務の支払により買掛金が328百万円減少いたしました。これらの

結果、流動負債合計は前事業年度末比220百万円（6.6％）減少し、3,117百万円となりました。 

（固定負債） 

長期借入金における１年以内返済予定額の流動負債への振替により長期借入金が99百万円減少したことなどによ

り、固定負債合計は前事業年度末比100百万円（10.8％）減少し、825百万円となりました。 

（純資産） 

前事業年度の期末配当79百万円があったものの、四半期純利益124百万円の計上により利益剰余金が44百万円増加

いたしました。一方で、その他有価証券評価差額金が17百万円減少したことにより純資産合計は前事業年度末比26

百万円（0.3％）増加し、7,868百万円となりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における業績動向等を踏まえ、平成24年10月19日に業績予想の修正を行いました。なお、

業績予想の修正に関する詳細は、平成24年10月19日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

  

（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 

会計方針の変更等 

（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。 

 これにより、従来の方法と比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与え

る影響額は軽微であります。 

   

   

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
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

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 2,838 3,920

受取手形及び売掛金 4,255 2,973

製品 992 856

仕掛品 224 253

原材料 242 243

繰延税金資産 223 263

その他 60 68

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 8,835 8,577

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,193 1,156

その他（純額） 1,205 1,189

有形固定資産合計 2,399 2,346

無形固定資産 113 142

投資その他の資産   

繰延税金資産 245 249

その他 544 528

貸倒引当金 △32 △32

投資その他の資産合計 757 745

固定資産合計 3,269 3,234

資産合計 12,105 11,811

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,717 1,389

短期借入金 350 350

1年内返済予定の長期借入金 276 224

未払法人税等 74 157

賞与引当金 167 221

その他 752 774

流動負債合計 3,337 3,117

固定負債   

長期借入金 283 183

退職給付引当金 629 624

資産除去債務 12 12

その他 － 5

固定負債合計 925 825

負債合計 4,263 3,942
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,124 2,124

資本剰余金 1,481 1,481

利益剰余金 6,090 6,135

自己株式 △1,872 △1,872

株主資本合計 7,824 7,869

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17 △0

評価・換算差額等合計 17 △0

純資産合計 7,841 7,868

負債純資産合計 12,105 11,811
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 6,409 7,179

売上原価 5,058 5,673

売上総利益 1,351 1,506

販売費及び一般管理費 1,222 1,272

営業利益 128 233

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 2

受取賃貸料 4 4

受取保険金 3 14

投資有価証券売却益 － 22

その他 6 10

営業外収益合計 17 54

営業外費用   

支払利息 5 4

売上債権売却損 11 18

その他 20 32

営業外費用合計 37 55

経常利益 108 232

特別損失   

その他 0 0

特別損失合計 0 0

税引前四半期純利益 108 232

法人税、住民税及び事業税 23 145

法人税等調整額 31 △38

法人税等合計 54 107

四半期純利益 53 124
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 108 232

減価償却費 150 148

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △36 54

受取利息及び受取配当金 △3 △3

受取保険金 △3 △14

投資有価証券売却損益（△は益） － △22

支払利息 5 4

売上債権の増減額（△は増加） 132 1,275

たな卸資産の増減額（△は増加） △349 105

仕入債務の増減額（△は減少） 61 △328

未払消費税等の増減額（△は減少） 18 7

その他の資産の増減額（△は増加） 34 △7

その他の負債の増減額（△は減少） △40 22

その他 6 3

小計 81 1,471

利息及び配当金の受取額 3 3

利息の支払額 △5 △4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △12 △65

保険金の受取額 3 14

営業活動によるキャッシュ・フロー 69 1,419

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △22 △55

無形固定資産の取得による支出 △7 △59

会員権の償還による収入 40 －

定期預金の払戻による収入 100 －

その他 △1 7

投資活動によるキャッシュ・フロー 109 △107

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） 100 －

長期借入金の返済による支出 △241 △151

配当金の支払額 △79 △79

財務活動によるキャッシュ・フロー △221 △230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42 1,081

現金及び現金同等物の期首残高 3,143 2,838

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,101 3,920

㈱かわでん（6648）平成25年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－ 6 －



  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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