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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 2,133 △2.3 129 46.3 51 ― 26 ―
24年3月期第2四半期 2,184 0.9 88 24.4 △23 ― △24 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △16百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △89百万円 （―％）

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 5.11 ―
24年3月期第2四半期 △4.68 ―

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 5,482 3,768 68.7
24年3月期 5,668 3,890 68.6
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,768百万円 24年3月期  3,890百万円

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 ― 20.00 20.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 20.00 20.00

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 4,500 1.8 287 23.7 217 △6.3 110 3.0 20.91



(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報告書の対象外でありますが、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、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   ：  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 5,523,592 株 24年3月期 5,523,592 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 260,678 株 24年3月期 260,678 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 5,262,914 株 24年3月期2Q 5,262,914 株
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1． 当四半期の連結業績等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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等により、緩やかな回

復の兆しが見られたものの、欧州における財政不安の長期化、中国などの新興国経済の減速をはじめ、

円高の進行や長引くデフレなどにより依然として先行きが不透明な状況が続いております。   

   このような経済環境のなかで、当社グループは、新規顧客の獲得や新市場への参入などの販売活動

を積極的に展開してまいりました。 

しかしながら、国内では、全般的な設備投資の抑制傾向等もあり、力強さに欠ける状況の中、受

注高は低調に推移しております。中・小型の案件、リピータ受注を中心に売上高は 21 億 33 百万円と

なり、前年同四半期と比べ 50 百万円（2.3％）の減少となりました。 

利益面につきましては、固定費削減等コスト合理化に努めた結果、営業利益は 1億 29 百万円と前

年同四半期と比べ 40 百万円（46.3%）の増益となりました。また急激な円高の影響を受け為替差損

74 百万円、投資有価証券評価損 10 百万円を計上したものの、経常利益は 51 百万円と前年同四半期

と比べ 74 百万円改善し、四半期純利益は 26 百万円と前年同四半期と比べ 51 百万円改善いたしまし

た。 

 

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

  ① 財政状態に関する分析 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産額は 54 億 82 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 1

億 86 百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少 1 億 65 百万円等によるものであ

ります。また、負債では、未払法人税等の減少 52 百万円によるものであります。 

    また 利益剰余金は 1 億 21 百万円の減少となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半

期に比べ 1 億 43 百万円増加、前連結会計年度末に比べ 43 百万円増加少し 16 億 36 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・フローの状況は次のとおりであります。 

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、58 百万円（前年同四半期 96 百万円）となりました。これ

は主として税金等調整前四半期純利益の計上 51 百万円、減価償却費の計上 33 百万円、売上債

権の減少 86 百万円、たな卸資産の増加 1 億 19 万円、法人税等の支払額 77 百万円となったこと

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、１億 81 百万円（前年同四半期は 95 百万円）となりました。

これは主として定期預金の払戻による収入 5 億 33 百万円が定期預金の預入による支出 3 億 23 万
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円を上回ったこと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） 

    財務活動により使用した資金は 1 億 23 百万円（前年同四半期 1 億 32 百万円）であり、これ

は主として配当金の支払による支出 1 億 5 百万円、その他（リース債務の返済額）18 百万円の

支出によるものであります。 
 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、 近の経済状況を踏まえ修正しております。詳細は、平成 24 年   

11 月７日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

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 

   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） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第 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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2,034,487 1,868,989

受取手形及び売掛金 ※2  1,271,809 ※2  1,185,236

商品及び製品 291,866 358,635

原材料及び貯蔵品 166,576 219,076

繰延税金資産 16,319 14,045

その他 7,176 5,810

貸倒引当金 △5,108 △3,090

流動資産合計 3,783,126 3,648,702

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 316,833 307,314

機械装置及び運搬具（純額） 6,612 6,268

工具、器具及び備品（純額） 10,393 11,718

土地 934,341 934,341

リース資産（純額） 46,389 32,428

有形固定資産合計 1,314,569 1,292,071

無形固定資産 7,768 7,615

投資その他の資産   

投資有価証券 422,535 389,471

繰延税金資産 128,013 131,160

その他 14,828 13,939

貸倒引当金 △1,901 △700

投資その他の資産合計 563,476 533,871

固定資産合計 1,885,815 1,833,558

資産合計 5,668,941 5,482,261
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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 ※2  1,222,390 ※2  1,215,338

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 79,389 27,237

賞与引当金 38,075 41,811

その他 94,836 89,018

流動負債合計 1,534,692 1,473,404

固定負債   

退職給付引当金 122,024 119,960

役員退職慰労引当金 100,928 105,727

その他 20,743 14,377

固定負債合計 243,697 240,065

負債合計 1,778,389 1,713,470

純資産の部   

株主資本   

資本金 393,997 393,997

資本剰余金 283,095 283,095

利益剰余金 3,449,677 3,371,311

自己株式 △158,835 △158,835

株主資本合計 3,967,935 3,889,569

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △77,382 △120,778

その他の包括利益累計額合計 △77,382 △120,778

純資産合計 3,890,552 3,768,791

負債純資産合計 5,668,941 5,482,261
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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 2,184,845 2,133,918

売上原価 1,604,117 1,522,999

売上総利益 580,727 610,918

販売費及び一般管理費 ※１  492,402 ※１  481,706

営業利益 88,325 129,212

営業外収益   

受取利息 250 243

受取配当金 6,870 5,070

その他 3,324 2,079

営業外収益合計 10,445 7,392

営業外費用   

支払利息 425 339

投資有価証券評価損 19,696 10,839

為替差損 101,807 74,224

その他 194 64

営業外費用合計 122,122 85,466

経常利益又は経常損失（△） △23,352 51,138

特別損失   

固定資産除却損 18 21

特別損失合計 18 21

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（△）

△23,370 51,117

法人税、住民税及び事業税 9,159 25,112

法人税等調整額 △7,852 △887

法人税等合計 1,306 24,224

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（△）

△24,676 26,892

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,676 26,892
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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（△）

△24,676 26,892

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △64,763 △43,395

その他の包括利益合計 △64,763 △43,395

四半期包括利益 △89,439 △16,503

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △89,439 △16,503

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（△）

△23,370 51,117

減価償却費 40,733 33,246

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,196 △2,064

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,626 4,798

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,964 3,735

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 △3,218

受取利息及び受取配当金 △7,120 △5,313

為替差損益（△は益） 99,783 72,904

投資有価証券評価損益（△は益） 19,696 10,839

売上債権の増減額（△は増加） △20,138 86,573

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,723 △119,268

仕入債務の増減額（△は減少） 35,043 △7,052

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,093 △1,160

その他 2,724 5,998

小計 126,338 131,134

利息及び配当金の受取額 7,414 5,348

利息の支払額 △425 △346

法人税等の支払額 △36,514 △77,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,812 58,872

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 △353,360 △323,653

定期預金の払戻による収入 454,633 533,085

有形固定資産の取得による支出 △4,948 △6,012

投資有価証券の取得による支出 － △21,362

その他 △844 △546

投資活動によるキャッシュ・フロー 95,480 181,510

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △105,258 △105,258

その他 △26,852 △18,286

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,110 △123,545

現金及び現金同等物に係る換算差額 △99,783 △72,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39,601 43,934

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,457 1,592,401

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,492,856 ※1  1,636,335
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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) 

 該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報等 

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)及び当第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) 

 

当社グループの報告セグメントが「ミニプリンタの開発・製造・販売事業」のみであるため、記

載を省略しております。 

 

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   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）  

    該当事項はありません。 
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