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1.  平成25年6月期第2四半期の業績（平成24年7月1日～平成24年12月31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6月期第2四半期 219 1.5 57 14.4 62 11.0 39 △15.3
24年6月期第2四半期 215 △0.5 50 △8.0 56 △3.5 46 6.1

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6月期第2四半期 7.93 ―
24年6月期第2四半期 9.35 ―

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6月期第2四半期 2,703 1,844 68.1 372.86
24年6月期 2,632 1,789 67.8 361.80
（参考） 自己資本   25年6月期第2四半期  1,840百万円 24年6月期  1,786百万円

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6月期 ― 2.00 ― 6.00 8.00
25年6月期 ― 2.00
25年6月期（予想） ― 6.00 8.00

3. 平成25年 6月期の業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30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 430 △0.3 105 18.1 115 14.6 72 1.0 14.56



(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 

(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6月期2Q 7,735,000 株 24年6月期 7,735,000 株
② 期末自己株式数 25年6月期2Q 2,788,631 株 24年6月期 2,788,197 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期2Q 4,946,593 株 24年6月期2Q 4,948,268 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監査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財務諸表の
監査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に関する記述は、発表日現在において、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。業績予想の前提になる事項については、四半期決算短信（添付資料）３ペ
ージの「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」をご覧ください。 
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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、関係主要国であるアメリカ・中国・韓国の政権が交代する中、日

本国政権も交代し、経済再建の期待から円高が緩和され株価も上昇しました。しかし現実的には欧州債務危機再

燃、アメリカ財政の崖深刻化、公共投資依存の中国経済減速、日本の財政破綻等のリスクは現存のままです。  

 このような状況下においても、当社はマクロ経済の動きに一喜一憂することなく、全社的構造改革の推進と、環

境変化への対応を確実に進めて参りました。 

  

①賃貸不動産部門  

   当社では他社と差別化されたリフォームとサービスにより、供給過剰市場の中でも賃料値下がりを防ぎ、かつ

高い入居率（約97.4％）を維持しております。  

   この結果、売上高206百万円（前年同四半期比1.6％増）、売上総利益153百万円（同4.1％増）となりました。

②自転車部門 

   自転車部門では、ネット通販においても競争が激化し、売上・売上総利益とも計画に届きませんでした。  

   この結果、販売台数582台（前年同四半期比0.3％減）、売上高は12百万円（同0.8％減）、売上総利益は３百  

万円（同36.0％減）となりました。 

  以上の結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、全体で、売上高219百万円（前年同四半期比1.5％増）、営業

利益57百万円（同14.4％増）、経常利益62百万円（同11.0％増）、四半期純利益39百万円（同15.3％減）となりま

した。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、774百万円（前事業年度末は776百万円）となり、１百万

円減少いたしました。この主な要因は、その他（主に未収入金）が減少（４百万円から２百万円へ１百万円の減

少）したこと等によるものであります。  

（固定資産） 

 当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、1,929百万円（前事業年度末は1,856百万円）となり、72

百万円増加いたしました。この主な要因は、株式の時価の上昇により投資有価証券が増加（528百万円から598百

万円へ70百万円の増加）したこと等によるものであります。 

  （流動負債） 

 当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、101百万円（前事業年度末は109百万円）となり、８百万

円減少いたしました。この主な要因は、その他（主に未払金）が減少（80百万円から71百万円へ９百万円減少）

したこと等によるものであります。 

  （固定負債） 

 当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、757百万円（前事業年度末は733百万円）となり、24百万

円増加いたしました。この主な要因は、繰延税金負債の増加（195百万円から215百万円へ20百万円の増加）及び

役員退職慰労引当金の増加（66百万円から70百万円へ３百万円の増加）等によるものであります。 

  （純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、1,844百万円（前事業年度末は1,789百万円）となり、54百

万円増加いたしました。この主な要因は、投資有価証券の時価の上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加

（262百万円から307百万円へ45百万円の増加）及び利益剰余金の増加（1,422百万円から1,432百万円へ９百万円

の増加）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
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    (キャッシュ・フローの状況) 

       当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は594百万円となり、前事業年度末に比べ０百

万円（600千円）の減少となりました。また、当第２四半期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〕 

   営業活動の結果、得られた資金は63百万円（前年同期は42百万円の獲得）となりました。これは主に税引前 

四半期純利益62百万円及び減価償却費26百万円の計上があったものの、法人税等の支払額が27百万円あったこと

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〕 

   投資活動の結果、使用した資金は34百万円（前年同期は16百万円の使用）となりました。これは主に賃貸マ 

ンションのリフォーム等に伴う資本的支出が行われ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〕 

 財務活動の結果、使用した資金は29百万円（前年同期は24百万円の使用）となりました。これは主に、配当金 

の支払いを29百万円行ったことによるものであります。 

   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成25年６月期の業績予想につきましては、平成24年８月６日の「平成24年６月期 決算短信」で公表いたしま

した通期の業績予想の数値から変更はございません。 

   

   

（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７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、従来の方法に比べて、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は

それぞれ433千円増加しております。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

㈱ツノダ（7308）　平成25年６月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 3 -



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 755,588 754,988

売掛金 2,161 2,420

商品 11,109 11,155

繰延税金資産 2,516 2,993

その他 4,788 2,865

貸倒引当金 △10 －

流動資産合計 776,155 774,423

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 613,249 616,483

土地 674,614 674,614

その他（純額） 26,942 26,660

有形固定資産合計 1,314,806 1,317,758

無形固定資産 850 1,528

投資その他の資産   

投資有価証券 528,255 598,275

その他 17,026 16,197

貸倒引当金 △4,724 △4,639

投資その他の資産合計 540,557 609,833

固定資産合計 1,856,214 1,929,119

資産合計 2,632,370 2,703,542

負債の部   

流動負債   

買掛金 914 531

未払法人税等 27,257 28,671

賞与引当金 632 564

その他 80,808 71,764

流動負債合計 109,613 101,531

固定負債   

繰延税金負債 195,461 215,935

退職給付引当金 3,177 3,407

役員退職慰労引当金 66,938 70,543

長期預り保証金 467,445 467,823

固定負債合計 733,023 757,710

負債合計 842,637 859,241
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 400,000 400,000

資本剰余金 41,381 41,381

利益剰余金 1,422,906 1,432,447

自己株式 △340,241 △340,367

株主資本合計 1,524,046 1,533,461

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 262,016 307,169

評価・換算差額等合計 262,016 307,169

新株予約権 3,670 3,670

純資産合計 1,789,733 1,844,301

負債純資産合計 2,632,370 2,703,542
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高   

商品売上高 12,326 12,231

不動産賃貸収入 203,630 206,963

売上高合計 215,956 219,195

売上原価   

商品売上原価 7,364 9,053

不動産賃貸原価 55,988 53,256

売上原価合計 63,353 62,310

売上総利益 152,603 156,884

販売費及び一般管理費 102,137 99,157

営業利益 50,465 57,727

営業外収益   

受取利息 92 90

受取配当金 3,693 4,161

貸倒引当金戻入額 120 95

役員退職慰労引当金戻入額 220 －

雑収入 2,110 864

営業外収益合計 6,236 5,211

営業外費用   

支払手数料 1 1

雑損失 0 18

営業外費用合計 2 19

経常利益 56,700 62,919

特別利益   

受取保険金 9,997 －

固定資産売却益 － 23

特別利益合計 9,997 23

特別損失   

固定資産除却損 － 170

特別損失合計 － 170

税引前四半期純利益 66,698 62,771

法人税、住民税及び事業税 27,161 28,414

法人税等調整額 △6,747 △4,864

法人税等合計 20,413 23,549

四半期純利益 46,284 39,222
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31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 66,698 62,771

減価償却費 24,245 26,459

賞与引当金の増減額（△は減少） △175 △68

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,899 230

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,935 3,605

貸倒引当金の増減額（△は減少） △120 △95

受取利息及び受取配当金 △3,786 △4,252

固定資産売却損益（△は益） － △23

固定資産除却損 － 170

売上債権の増減額（△は増加） 147 2,314

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,329 △643

その他の流動資産の増減額（△は増加） 975 △52

その他の固定資産の増減額（△は増加） 1,550 713

仕入債務の増減額（△は減少） △842 △383

未払金の増減額（△は減少） 584 △6,809

未払費用の増減額（△は減少） 1,173 1,349

長期預り金の増減額（△は減少） 49 377

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,028 876

小計 82,178 86,542

利息及び配当金の受取額 3,786 4,252

法人税等の支払額 △43,733 △27,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 42,231 63,691

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 △16,134 △34,095

有形固定資産の売却による収入 － 23

無形固定資産の取得による支出 － △850

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

貸付金の回収による収入 60 60

差入保証金の回収による収入 － 7

投資その他の資産の増減額（△は増加） △40 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,120 △34,901

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 △95 △125

配当金の支払額 △24,357 △29,264

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,452 △29,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,657 △600

現金及び現金同等物の期首残高 323,556 595,588

現金及び現金同等物の四半期末残高 325,214 594,988

㈱ツノダ（7308）　平成25年６月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 7 -



 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ  前第２四半期累計期間（自平成23年７月１日 至平成23年12月31日） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

(注) セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。  

  

Ⅱ  当第２四半期累計期間（自平成24年７月１日 至平成24年12月31日） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

(注) セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。  

  

   

 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）セグメント情報等

  
報告セグメント 

その他 合計 
賃貸不動産 自転車 計 

売上高  

外部顧客への売上高  203,630  12,326  215,956  －  215,956

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  203,630  12,326  215,956  －  215,956

セグメント利益  147,641  4,961  152,603  －  152,603

  
報告セグメント 

その他 合計 
賃貸不動産 自転車 計 

売上高  

外部顧客への売上高  206,963  12,231  219,195  －  219,195

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  206,963  12,231  219,195  －  219,195

セグメント利益  153,706  3,177  156,884  －  156,884

（６）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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