
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 

 
  

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年９月期第２四半期の連結業績（平成24年10月１日～平成25年３月31日）
（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９月期第２四半期 1,689 △11.5 5 △91.2 45 △38.3 40 △68.6
24年９月期第２四半期 1,908 0.9 57 42.1 73 157.1 128 -

(注) 包括利益 25年９月期第２四半期 99百万円(△32.7％) 24年９月期第２四半期 148百万円( -％)

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９月期第２四半期 17.49 -
24年９月期第２四半期 55.71 -

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年９月期第２四半期 4,408 2,239 50.8
24年９月期 4,322 2,173 50.3

(参考) 自己資本 25年９月期第２四半期 2,239百万円 24年９月期 2,173百万円

２．配当の状況

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９月期 - 0.00 - 15.00 15.00

25年９月期 - 0.00

25年９月期(予想) - 7.50 7.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

なお、平成24年９月期期末配当（15円00銭）の内訳につきましては、普通配当12円00銭、創立60周年記念配当
3円00銭となっております。

３．平成25年９月期の連結業績予想（平成24年10月１日～平成25年９月30日）

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 3,560 △4.2 63 5.6 111 154.9 58 △36.8 25.59

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年９月期２Ｑ 2,298,500株 24年９月期 2,298,500株

② 期末自己株式数 25年９月期２Ｑ 126株 24年９月期 126株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年９月期２Ｑ 2,298,374株 24年９月期２Ｑ 2,298,374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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 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、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。
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当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、震災復興需要による景気回復傾向や、政権交代に

伴う経済政策による円安・株高の進行もあり、景気回復に対する期待がみられました。しかしながら、欧

州における債務問題や新興国の成長鈍化等、世界経済は依然として不透明な状況が続いております。 

 このような中、当社グループの主要販売先である事務機器業界及び生産設備業界では投資回復が低迷す

る傾向となり、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,689,321千円（前年同四半期比219,110千円減）と

なりました。  

 利益面につきましては、経常利益は45,158千円（前年同四半期比27,984千円減）、四半期純利益は

40,202千円（前年同四半期比87,840千円減）となりました。 

  

  (資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ85,608千円増加の

4,408,160千円となりました。流動資産は受取手形及び売掛金が38,409千円増加したこと等により

1,901,831千円となりました。固定資産は建物及び構築物が23,198千円減少したこと等により2,506,328

千円となりました。  

 （負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ20,450千円増加の

2,169,081千円となりました。流動負債は1年内償還予定の社債が48,000千円増加したこと等により

1,037,223千円となりました。固定負債は長期借入金が74,708千円減少したものの、社債が87,500千円

増加したこと等により1,131,858千円となりました。 

 （純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ65,157千円増加の

2,239,078千円となりました。株主資本合計は利益剰余金が5,727千円増加したことにより2,202,674千

円となりました。 

 

 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によ

り使用した43,668千円、投資活動により得られた9,389千円、財務活動により得られた15,541千円等に

より、当第２四半期連結会計期間末で800,505千円（前年同四半期比120,440千円減）となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により使用した資金は43,668千円（前年同四半期は104,178千円の収入）となりました。こ

れは主に税金等調整前四半期純利益45,158千円、仕入債務の減少額76,755千円によるものです。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は9,389千円（前年同四半期は41,937千円の支出）となりました。 

これは主に保険積立金の解約による収入29,746千円及び有形固定資産の取得による支出24,480千円によ

るものです。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は15,541千円（前年同四半期は26,536千円の支出）となりました。これ

は主に社債の発行による収入197,881千円があったものの、長期借入金の返済による支出74,508千円、

社債の償還による支出64,500千円によるものです。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成25年９月期の通期連結業績予想につきましては、平成24年11月９日に公表いたしました数値から

修正いたしました。業績予想及び配当予想の修正内容につきましては、本日（平成25年5月14日）別途

公表しております「平成25年９月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

    

(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１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以降に取得した有

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。  

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（３）連結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）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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 780,358 810,653

受取手形及び売掛金 656,113 694,522

商品及び製品 160,392 190,744

仕掛品 32,659 37,677

原材料及び貯蔵品 49,013 56,186

前払費用 17,381 19,825

繰延税金資産 65,848 65,105

その他 27,984 27,116

流動資産合計 1,789,752 1,901,831

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,787,388 1,788,559

減価償却累計額 △926,509 △950,879

建物及び構築物（純額） 860,879 837,680

土地 1,286,541 1,286,541

その他 2,248,295 2,276,591

減価償却累計額 △2,080,790 △2,126,693

その他（純額） 167,505 149,897

建設仮勘定 3,272 294

有形固定資産合計 2,318,198 2,274,412

無形固定資産 14,092 8,951

投資その他の資産   

投資有価証券 72,198 100,749

その他 136,657 131,390

貸倒引当金 △8,347 △9,174

投資その他の資産合計 200,508 222,964

固定資産合計 2,532,799 2,506,328

資産合計 4,322,551 4,408,160
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 515,288 493,513

短期借入金 249,016 249,216

1年内償還予定の社債 114,000 162,000

未払金 31,471 37,523

未払法人税等 11,649 11,101

その他 103,226 83,868

流動負債合計 1,024,651 1,037,223

固定負債   

社債 117,500 205,000

長期借入金 248,456 173,748

繰延税金負債 468,503 462,678

退職給付引当金 170,765 174,166

役員退職慰労引当金 99,055 101,805

その他 19,699 14,459

固定負債合計 1,123,978 1,131,858

負債合計 2,148,630 2,169,081

純資産の部   

株主資本   

資本金 460,421 460,421

資本剰余金 380,421 380,421

利益剰余金 1,356,160 1,361,887

自己株式 △56 △56

株主資本合計 2,196,947 2,202,674

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,971 3,928

繰延ヘッジ損益 － 185

為替換算調整勘定 △21,055 32,288

その他の包括利益累計額合計 △23,026 36,403

純資産合計 2,173,920 2,239,078

負債純資産合計 4,322,551 4,408,160
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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10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 1,908,432 1,689,321

売上原価 1,079,024 933,098

売上総利益 829,408 756,223

販売費及び一般管理費 772,001 751,188

営業利益 57,406 5,034

営業外収益   

受取利息 3,025 1,902

受取配当金 190 190

不動産賃貸料 4,254 4,729

為替差益 10,275 8,748

投資有価証券評価損戻入益 9,570 22,650

保険解約返戻金 － 12,333

その他 3,521 1,286

営業外収益合計 30,836 51,839

営業外費用   

支払利息 5,147 4,861

債権売却損 3,392 3,216

不動産賃貸費用 665 1,467

社債発行費 2,019 2,119

その他 3,874 51

営業外費用合計 15,099 11,716

経常利益 73,143 45,158

特別損失   

固定資産除却損 388 －

特別損失合計 388 －

税金等調整前四半期純利益 72,755 45,158

法人税、住民税及び事業税 10,494 10,177

法人税等調整額 △65,782 △5,221

法人税等合計 △55,287 4,955

少数株主損益調整前四半期純利益 128,043 40,202

少数株主利益 － －

四半期純利益 128,043 40,202
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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10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 128,043 40,202

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,534 5,900

繰延ヘッジ損益 △766 185

為替換算調整勘定 16,222 46,761

持分法適用会社に対する持分相当額 3,042 6,583

その他の包括利益合計 20,032 59,430

四半期包括利益 148,076 99,633

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 148,076 99,633

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10月１日
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日
 至 平成25年３月31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 72,755 45,158

減価償却費 78,936 72,894

固定資産除売却損益（△は益） 338 －

支払利息 5,147 4,861

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,616 3,401

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,750 2,750

売上債権の増減額（△は増加） 80,414 8,180

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,414 △28,707

仕入債務の増減額（△は減少） △57,779 △76,755

投資有価証券評価損益（△は益） △9,570 △22,650

保険解約返戻金 － △12,333

その他 △2,298 △24,751

小計 127,662 △27,950

利息及び配当金の受取額 3,215 2,414

利息の支払額 △5,935 △4,963

法人税等の支払額 △20,764 △13,168

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,178 △43,668

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 △37,895 △24,480

保険積立金の解約による収入 － 29,746

その他 △4,041 4,123

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,937 9,389

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 △115,808 △74,508

社債の発行による収入 197,981 197,881

社債の償還による支出 △89,000 △64,500

配当金の支払額 △11,390 △33,948

リース債務の返済による支出 △8,319 △9,382

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,536 15,541

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,404 49,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,109 30,294

現金及び現金同等物の期首残高 871,836 770,210

現金及び現金同等物の四半期末残高 920,945 800,505
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

                                        以 上 

（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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