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1.  平成25年12月期第1四半期の業績（平成24年12月21日～平成25年3月20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12月期第1四半期 3,989 8.6 △156 ― △77 ― △59 ―
24年12月期第1四半期 3,674 4.5 70 226.1 115 411.7 63 ―

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12月期第1四半期 △11.71 ―
24年12月期第1四半期 12.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 13,160 6,114 46.5
24年12月期 12,011 6,193 51.6
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  6,114百万円 24年12月期  6,193百万円

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12月期 ― 7.00 ― 9.00 16.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3. 平成25年12月期の業績予想（平成24年12月21日～平成25年12月20日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 7,725 △6.9 222 △16.1 262 △13.7 157 △6.6 30.81
通期 17,262 △5.1 540 △6.5 620 △8.6 372 0.6 72.92



(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12月期1Q 5,120,700 株 24年12月期 5,120,700 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 20,531 株 24年12月期 19,733 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 5,100,768 株 24年12月期1Q 5,101,701 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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１四半期累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景に景気改善の兆しがみられる中で、

新政権による経済対策や金融緩和策に対する期待感から、為替相場の円安基調への転換や株式市場での

株価上昇などがみられました。一方で、ここ数年続いている欧州の金融不安や尖閣諸島に端を発した日

中関係をはじめとした近隣諸国との外交問題、公共料金の値上げや来年度に控える消費税増税等、国内

外に懸念材料が残っており、依然として先行きは楽観できない状況にあります。 

このような状況の中で、当社は前事業年度をもってサイクル事業から撤退し、売上の落ち込みが予想

されましたが、婦人靴・紳士靴・その他、すべてにおいて販売数量を伸ばすことができ、前年同四半期

を上回る売上高を確保することができました。しかしながら売上総利益につきましては主に円安要因に

よる売上原価の上昇、営業損益につきましては支払手数料等の増加を抑えきれず、販売費及び一般管理

費が前年同四半期を上回ってしまい、いずれも前年同四半期を上回ることができませんでした。 

経常損益につきましては、為替差益等により営業外収益は前年同四半期を上回りましたが、営業損益

の落ち込み分を補えず、前年同四半期を下回ってしまいました。また四半期純損益につきましても、そ

れらの影響もあり、前年同四半期を上回ることができませんでした。 

その結果、当第１四半期累計期間の売上高は39億89百万円（前年同四半期比8.6％増）、売上総利益

は７億33百万円（前年同四半期比20.6％減）、営業損失は１億56百万円（前年同四半期は営業利益70百

万円）、経常損失は77百万円（前年同四半期は経常利益115百万円）となり、四半期純損失は59百万円

（前年同四半期は四半期純利益63百万円）となりました。 

  

①  資産 

流動資産は、前事業年度末に比べ９億22百万円増加し、93億60百万円となりました。これは、主に

受取手形及び売掛金が１億45百万円減少した一方で、現金及び預金が５億13百万円、商品が４億87百

万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ２億26百万円増加し、37億99百万円となりました。 

この結果、総資産は前事業年度末に比べ11億49百万円増加し、131億60百万円となりました。 

  

②  負債 

流動負債は、前事業年度末に比べ12億22百万円増加し、64億53百万円となりました。これは、主に

未払法人税等が１億64百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が８億74百万円、短期借入金が５

億円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ５百万円増加し、５億92百万円となりました。 

この結果、負債合計は前事業年度末に比べ12億27百万円増加し、70億45百万円となりました。 

  

③  純資産 

純資産合計は、前事業年度末に比べ78百万円減少し、61億14百万円となりました。これは、主にそ

の他有価証券評価差額金が17百万円増加した一方で、利益剰余金が１億５百万円減少したこと等によ

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）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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当事業年度の業績予想につきましては、平成25年２月８日に公表いたしました第２四半期累計期間及

び通期の業績予想を変更しておりません。  

今後の見通しにつきましては、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には、速やかに開示する予定

であります。  

  

  

該当事項はありません。 

  

（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、当第１四半期会計期間より、平成24年12月21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。 

なお、この変更による当第１四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

（３）業績予想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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年12月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,006,868 1,520,625

受取手形及び売掛金 5,741,919 5,596,025

商品 1,517,665 2,004,892

その他 171,721 239,228

貸倒引当金 △591 △565

流動資産合計 8,437,583 9,360,206

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 415,124 448,044

土地 1,379,368 1,480,662

その他（純額） 39,593 36,703

有形固定資産合計 1,834,086 1,965,411

無形固定資産 51,402 49,030

投資その他の資産   

投資有価証券 923,458 1,052,790

関係会社株式 8,368 8,368

投資不動産（純額） 538,462 536,070

その他 223,499 193,982

貸倒引当金 △5,834 △5,831

投資その他の資産合計 1,687,953 1,785,380

固定資産合計 3,573,443 3,799,822

資産合計 12,011,026 13,160,028

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,650,180 3,524,795

短期借入金 1,500,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 60,960 51,080

未払法人税等 168,222 4,186

賞与引当金 57,693 115,386

その他 793,830 757,706

流動負債合計 5,230,886 6,453,154

固定負債   

長期借入金 5,360 －

退職給付引当金 258,045 249,576

役員退職慰労引当金 93,846 95,390

資産除去債務 2,190 2,190

その他 227,627 245,613

固定負債合計 587,069 592,771

負債合計 5,817,956 7,045,925
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年12月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 961,720 961,720

資本剰余金 838,440 838,440

利益剰余金 4,163,459 4,057,799

自己株式 △10,609 △11,099

株主資本合計 5,953,010 5,846,859

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 238,328 256,061

繰延ヘッジ損益 1,731 11,182

評価・換算差額等合計 240,060 267,243

純資産合計 6,193,070 6,114,103

負債純資産合計 12,011,026 13,160,028
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年12月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年12月21日 
 至 平成25年３月20日) 

売上高 3,674,168 3,989,091

売上原価 2,751,230 3,256,060

売上総利益 922,938 733,031

販売費及び一般管理費 852,705 889,586

営業利益又は営業損失（△） 70,232 △156,554

営業外収益   

受取利息 588 1,753

受取配当金 40 45

仕入割引 1,075 2,867

受取賃貸料 8,212 15,433

為替差益 31,398 64,194

保険解約返戻金 1,896 －

その他 4,610 1,931

営業外収益合計 47,822 86,225

営業外費用   

支払利息 1,751 2,118

手形売却損 625 438

賃貸費用 － 4,553

貸与資産減価償却費 477 －

営業外費用合計 2,854 7,110

経常利益又は経常損失（△） 115,200 △77,439

特別利益   

固定資産売却益 351 －

特別利益合計 351 －

特別損失   

固定資産売却損 25 －

特別損失合計 25 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 115,526 △77,439

法人税、住民税及び事業税 82,853 5,329

法人税等調整額 △30,913 △23,018

法人税等合計 51,939 △17,689

四半期純利益又は四半期純損失（△） 63,586 △59,750
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

-7-

東邦レマック㈱（7422）平成25年12月期　第１四半期決算短信（非連結）




