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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 3,394 △4.6 432 △12.2 577 △2.3 367 3.3
25年3月期第1四半期 3,558 15.4 492 366.9 590 232.8 355 296.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 416百万円 （△7.9％） 25年3月期第1四半期 452百万円 （406.5％）

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

26年3月期第1四半期 20.38 ―
25年3月期第1四半期 19.72 ―

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

26年3月期第1四半期 18,421 14,974 81.3 829.67
25年3月期 18,506 14,793 79.9 819.60
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  14,974百万円 25年3月期  14,793百万円

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

25年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 13.00 ― 13.00 26.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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) 7,300 △1.2 870 △18.4 1,030 △16.7 650 △14.4 36.01
通期 15,500 5.8 2,200 3.1 2,400 △7.3 1,500 △8.9 83.11



(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、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。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結
業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 20,020,000 株 25年3月期 20,020,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,970,727 株 25年3月期 1,970,727 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 18,049,273 株 25年3月期1Q 18,049,929 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和に伴う円安・株高と経済対策から、個

人消費に続き設備投資にも明るい兆しが見えてきましたが、欧州財政問題の長期化、新興国経済の成

長鈍化などによる世界経済への不安感や、電気料金や原材料価格の上昇による国内景気への懸念な

ど、依然として不透明感が続いております。 

国内新車総販売台数（軽を含む）の４～６月の実績は、新型車や軽自動車の堅調な需要に支えられ

ましたが、復興需要やエコカー補助金のあった前年同期との比較では、約6.1％減少となりました。 

このような環境下、当社の国内部門では、新車販売減の影響を補うべく、中古車やサービス部門向

け商材の拡販を図りながら、新商材の投入や既存得意先でのシェア拡大に注力するとともに、組織体

制を強化してオリジナル商品の新規市場開拓に努めました。 

また、海外部門では、円安による受注効果は未だ遅れておりますが、現地法人や営業拠点への人材

投入など活動を強化し、積極的な営業活動に取り組みました。 

これにより売上高は33億94百万円（前年同期比95％）、営業利益は４億32百万円（同88％）、経常

利益は５億77百万円（同98％）となりました。 

なお、当四半期純利益は３億67百万円（前年同期比103％）となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態を分析しますと、 

① 総資産合計は184億21百万円と前連結会計年度末に比べて85百万円減少しております。 

減少の主なものは、受取手形及び売掛金が３億36百万円、流動資産その他のうち前渡金が36百万

円それぞれ減少いたしました。  

増加の主なものは、現金及び預金が89百万円、商品及び製品が１億16百万円、投資有価証券が95

百万円それぞれ増加いたしました。  

② 負債合計は34億46百万円と前連結会計年度末に比べて２億67百万円減少しております。 

減少の主なものは、未払法人税等が３億79百万円、賞与引当金が１億５百万円、それぞれ減少い

たしました。  

増加の主なものは、支払手形及び買掛金が30百万円、流動負債その他が１億72百万円、それぞれ

増加いたしました。  

③ 純資産合計は149億74百万円と前連結会計年度末に比べて１億81百万円増加しております。 

増加の主なものは、四半期純利益が３億67百万円、株価の回復により有価証券評価差額金が47百

万円、それぞれ増加いたしました。  

減少の主なものは、配当金の支払いにより利益剰余金が２億35百万円減少いたしました。  

なお、自己資本比率は、79.9％から81.3％となりました。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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平成26年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想（平成25年５月10日公表）につきま

しては、当第１四半期連結累計期間の業績が概ね計画通りに推移しておりますので、現時点における

業績予想値の変更はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,911 8,000

受取手形及び売掛金 1,744 1,408

有価証券 1,499 1,499

商品及び製品 368 485

仕掛品 18 15

原材料及び貯蔵品 9 14

その他 338 286

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 11,887 11,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 669 658

土地 1,395 1,395

その他（純額） 68 65

有形固定資産合計 2,132 2,120

無形固定資産 82 69

投資その他の資産   

投資有価証券 3,077 3,172

その他 1,326 1,350

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 4,403 4,522

固定資産合計 6,618 6,712

資産合計 18,506 18,421

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,088 1,118

未払法人税等 598 218

賞与引当金 211 105

その他 450 622

流動負債合計 2,348 2,065

固定負債   

退職給付引当金 927 943

その他 437 437

固定負債合計 1,364 1,380

負債合計 3,713 3,446
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,001 1,001

資本剰余金 4,184 4,184

利益剰余金 9,914 10,047

自己株式 △695 △695

株主資本合計 14,404 14,537

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 390 437

繰延ヘッジ損益 △1 △0

その他の包括利益累計額合計 388 437

少数株主持分 － －

純資産合計 14,793 14,974

負債純資産合計 18,506 18,421
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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１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,558 3,394

売上原価 2,178 2,049

売上総利益 1,380 1,345

販売費及び一般管理費 888 913

営業利益 492 432

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 7 12

受取保証料 28 21

受取賃貸料 17 17

為替差益 － 44

持分法による投資利益 45 46

その他 10 15

営業外収益合計 110 157

営業外費用   

支払手数料 3 3

賃貸収入原価 7 6

その他 1 2

営業外費用合計 12 12

経常利益 590 577

特別損失   

投資有価証券評価損 27 －

特別損失合計 27 －

税金等調整前四半期純利益 562 577

法人税、住民税及び事業税 193 201

法人税等調整額 13 8

法人税等合計 206 209

少数株主損益調整前四半期純利益 355 367

四半期純利益 355 367
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 355 367

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 100 30

繰延ヘッジ損益 2 1

持分法適用会社に対する持分相当額 △6 16

その他の包括利益合計 96 49

四半期包括利益 452 416

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 452 416

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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