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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 4,116 △0.7 △135 ― △99 ― △82 ―
24年3月期第2四半期 4,145 △12.9 38 △74.0 68 △37.2 30 △28.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △113百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 2百万円 （△6.3％）

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 △17.76 ―
24年3月期第2四半期 6.63 ―

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 12,400 8,813 71.1
24年3月期 12,952 8,988 69.4
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 8,813百万円 24年3月期 8,988百万円

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 ― 13.00 13.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 8.00 8.00

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 8,850 103.0 △150 ― △80 ― △60 ― △12.87



(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

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続は終了しております。

※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、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。

※  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 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 有
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 338,512 株 24年3月期 338,512 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,661,488 株 24年3月期2Q 4,661,714 株
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当第２四半期連結累計期間における日本経済は、震災復興需要に支えられ緩やかな回復の動きが見

られたものの、海外経済の減速、長期化する円高等、依然として先行きの不透明感は拭えない厳しい

環境で推移しました。

このような状況のもと、当社グループとしましては、今後の如何なる環境変化にも対応して、持続

的発展を遂げられるよう、全力を使って付加価値を創出し、社会に貢献するとの事業運営の基本方針

を掲げ、全社一丸となって実践に当たってまいりました。 

しかしながら、当第２四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は41億16百万円

（前年同四半期比99.3％）、営業損失は１億35百万円（前年同四半期は営業利益38百万円）、経常損

失は99百万円（前年同四半期は経常利益68百万円）となりました。 

なお、四半期純損失につきましては、82百万円（前年同四半期は純利益30百万円）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

環境・エネルギー資材

世界規模で重要性が高まる環境・エネルギー分野において、ユーザーとの連携強化による売上増

加に積極的に取り組みましたが、主要納入先の生産調整等により販売は低調に推移しました。その

結果、環境・エネルギー資材事業では、売上高は６億43百万円（前年同四半期比61.4％）、セグメ

ント利益は64百万円（前年同四半期比41.4％）となりました。

工業資材

OA機器用、各種産業用資材ともに市況は停滞しており、主要納入先の生産調整等により販売は低

調に推移しました。その結果、工業資材事業では、売上高は15億18百万円（前年同四半期比

91.1％）、セグメント利益は２億48百万円（前年同四半期比128.3％）となりました。

建装・自動車資材

各種カーペットの販売は堅調に推移しました。また、自動車資材についても、新規品の受注等に

より、販売は好調に推移しました。その結果、建装・自動車資材事業では、売上高は16億48百万円

（前年同四半期比145.5％）、セグメント利益は１億37百万円（前年同四半期比131.4％）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
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(1)資産・負債・純資産に関する分析

当第２四半期連結会計期間における財政状態につきましては、総資産が124億円と前連結会計年

度末に比べて５億52百万円の減少となりました。これは主に、設備投資を積極的に行った結果有形

固定資産が２億36百万円増加し、現金及び預金が３億81百万円、受取手形及び売掛金が２億１百万

円、商品及び製品が１億82百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

負債の部は、35億86百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億77百万円減少となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金が２億92百万円、退職給付引当金が56百万円それぞれ減少したこ

とによるものであります。 

純資産の部は、88億13百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億74百万円減少となりまし

た。これは主に、利益剰余金が１億43百万円、その他有価証券評価差額金が33百万円それぞれ減少

したことによるものであります。

(2)キャッシュ・フローに関する分析

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下資金）は、16億36百万円と前連結

会計年度末と比べ４億25百万円減少しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、86百万円の収入（前第２四

半期連結累計期間は58百万円の収入）となりました。これは主に、減価償却費１億21百万円及びの

れん償却額13百万円それぞれ増加したものの、退職給付引当金が56百万円減少したこと等によるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、３億82百万円の支出（前第

２四半期連結累計期間は１億66百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得に

よる支出３億27百万円及び投資有価証券の取得による支出56百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、１億29百万円の支出（前第

２四半期連結累計期間は67百万円の支出）となりました。これは主に、配当金の支払額59百万円及

び長期借入金の返済による支出61百万円等によるものであります。

当社グループの事業を取り巻く環境は依然として厳しく、平成25年３月期第２四半期及び通期の業

績予想につきましては、平成24年10月31日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」

のとおり修正を行っております。

なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性

が含まれております。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の予想とは異なることがあり

ます。

（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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該当事項はありません。

該当事項はありません。

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却方法について、平成10年４月１日以降取得の建物

（附属設備を除く）及びリース資産を除き、従来、定率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会

計期間より定額法へ変更しております。

当社が平成23年度から随時取り組んでいる大型設備投資（石岡工場新ライン設置、一関工場新設等）

は、技術的・経済的な陳腐化リスクが少なく、長期安定的な使用が見込まれております。この変更は、

これらの設備が今年度より順次本格稼働することを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結

果、既存設備においても修繕費等の維持コストも毎期平準的に発生しており安定的に使用されているこ

とと、技術的・経済的陳腐化リスクも少ないことから、減価償却費を毎期均等化して計上する定額法の

方が収益との合理的な対応を図ることができると判断したことによるものです。

この変更に伴い、従来の方法と比較して、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はそれぞれ45,628千円減少しております。

該当事項はありません。

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 2,441,753 2,060,246

受取手形及び売掛金 3,038,503 2,836,795

有価証券 69,865 26,067

商品及び製品 1,198,247 1,015,307

仕掛品 240,982 276,385

原材料及び貯蔵品 380,322 348,065

繰延税金資産 76,327 84,463

その他 89,980 52,004

貸倒引当金 △340 △295

流動資産合計 7,535,642 6,699,040

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,656,249 2,893,131

減価償却累計額 △1,429,460 △1,464,023

建物及び構築物（純額） 1,226,788 1,429,108

機械装置及び運搬具 5,652,354 5,889,418

減価償却累計額 △5,038,662 △5,054,324

機械装置及び運搬具（純額） 613,691 835,093

土地 1,154,826 1,154,826

建設仮勘定 258,202 54,740

その他 289,222 312,067

減価償却累計額 △233,178 △240,133

その他（純額） 56,043 71,934

有形固定資産合計 3,309,552 3,545,702

無形固定資産

のれん 132,196 118,976

その他 89,619 102,296

無形固定資産合計 221,815 221,273

投資その他の資産

投資有価証券 909,307 904,874

繰延税金資産 230,330 285,805

その他 775,375 772,171

貸倒引当金 △29,522 △28,509

投資その他の資産合計 1,885,490 1,934,341

固定資産合計 5,416,858 5,701,316

資産合計 12,952,501 12,400,357
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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 1,575,025 1,282,889

短期借入金 350,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 122,715 116,504

未払法人税等 38,012 36,910

未払費用 80,034 84,531

賞与引当金 141,347 139,066

その他 183,707 204,014

流動負債合計 2,490,842 2,213,917

固定負債

社債 350,000 350,000

長期借入金 340,348 284,712

退職給付引当金 654,071 597,970

その他 128,830 139,795

固定負債合計 1,473,249 1,372,478

負債合計 3,964,092 3,586,396

純資産の部

株主資本

資本金 1,716,300 1,716,300

資本剰余金 1,599,813 1,599,813

利益剰余金 5,903,158 5,759,771

自己株式 △221,455 △221,455

株主資本合計 8,997,815 8,854,429

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 48,931 15,675

為替換算調整勘定 △58,338 △56,143

その他の包括利益累計額合計 △9,406 △40,468

純資産合計 8,988,409 8,813,960

負債純資産合計 12,952,501 12,400,357
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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 4,145,844 4,116,052

売上原価 3,366,211 3,397,697

売上総利益 779,632 718,354

販売費及び一般管理費 741,318 854,100

営業利益又は営業損失（△） 38,314 △135,746

営業外収益

受取利息 2,513 4,520

受取配当金 5,148 4,387

不動産賃貸料 40,296 40,801

助成金収入 6,221 5,238

その他 9,152 11,332

営業外収益合計 63,332 66,280

営業外費用

支払利息 5,441 8,226

売上割引 4,042 2,903

不動産賃貸原価 3,716 3,706

為替差損 19,071 12,796

その他 1,153 2,699

営業外費用合計 33,425 30,331

経常利益又は経常損失（△） 68,221 △99,797

特別利益

受取保険金 3,475 －

特別利益合計 3,475 －

特別損失

固定資産除却損 448 162

投資有価証券評価損 2,310 792

特別損失合計 2,758 954

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

68,937 △100,752

法人税、住民税及び事業税 5,170 30,457

法人税等調整額 32,861 △48,422

法人税等合計 38,031 △17,965

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

30,906 △82,787

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 30,906 △82,787
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

30,906 △82,787

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △27,523 △33,256

為替換算調整勘定 △1,249 2,194

その他の包括利益合計 △28,772 △31,061

四半期包括利益 2,133 △113,849

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,133 △113,849

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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

68,937 △100,752

減価償却費 168,316 121,912

のれん償却額 － 13,219

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54,750 △56,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,185 △1,057

受取利息及び受取配当金 △7,662 △8,907

支払利息 5,441 8,226

投資有価証券評価損益（△は益） 2,310 792

受取保険金 △3,475 －

固定資産除却損 448 162

売上債権の増減額（△は増加） 76,763 206,338

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,392 169,862

仕入債務の増減額（△は減少） △98,065 △285,415

その他 1,953 12,756

小計 110,640 81,038

利息及び配当金の受取額 9,268 8,463

利息の支払額 △5,435 △7,858

法人税等の還付額 － 37,866

法人税等の支払額 △58,983 △32,722

保険金の受取額 3,475 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,964 86,788

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 △950,000 △450,000

定期預金の払戻による収入 950,000 450,000

有形固定資産の取得による支出 △146,983 △327,886

無形固定資産の取得による支出 △19,897 △14,666

投資有価証券の取得による支出 － △56,649

投資有価証券の売却による収入 － 13,656

貸付金の回収による収入 387 2,562

投資活動によるキャッシュ・フロー △166,494 △382,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 － △61,847

リース債務の返済による支出 △6,538 △8,256

自己株式の取得による支出 △315 －

配当金の支払額 △60,944 △59,799

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,798 △129,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,365 794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △177,693 △425,305

現金及び現金同等物の期首残高 2,744,776 2,061,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,567,082 1,636,313
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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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