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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 1,721 △7.6 △175 ― △176 ― △112 ―
25年3月期第1四半期 1,862 △33.8 68 △85.2 60 △86.7 40 △85.5

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 △15.73 ―
25年3月期第1四半期 5.62 ―

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 10,793 3,812 35.3 531.40
25年3月期 10,771 3,973 36.9 553.83
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,812百万円 25年3月期  3,973百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 10.00 10.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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) 4,000 2.4 60 118.0 40 128.5 20 105.4 2.79
通期 9,200 △0.4 280 62.0 210 32.4 100 86.5 13.94



(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   ：  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 7,200,000 株 25年3月期 7,200,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 24,605 株 25年3月期 24,605 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 7,175,395 株 25年3月期1Q 7,178,011 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きの対象外であり、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、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、四半期
決算短信（添付資料）２ページをご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策による円高修正や株

価上昇を受け、景気回復への期待感が高まってきていますが、長引く欧州債務問題や新興国経済の減速

等の影響もあり、景気は依然として先行き不透明感を払拭できない状況で推移しました。 

このような事業環境の中、原子力発電所向け呼吸用保護具に対する受注が伸び悩んだことに加え、民

間製造業も依然として国内生産拡大には慎重なこと等もあり、呼吸用保護具全般の受注は、期初から低

調な水準のまま推移しました。この結果、売上高は、前年同四半期比７.６％減の１７億２１百万円と

なりました。 

一方、利益面では、材料費・製造経費は、ほぼ前年同四半期並みを維持したものの、生産ライン移転

完了後に実施した埼玉事業所新工場の生産効率の維持・向上対応や第２四半期以降の製品供給体制の強

化等に伴う労務費増が避けられませんでした。この結果、売上原価は前年同四半期比２.３％増とな

り、売上高減少の影響もあって、売上総利益は前年同四半期比２４.８％減の５億１３百万円となりま

した。 

また、販売費及び一般管理費については、今後の事業展開を睨んで、積極的な新製品開発等に注力し

たことに伴う人件費・諸経費増もあり、前年同四半期比１２.２％増の６億８８百万円となりました。 

以上の結果、営業損失１億７５百万円（前年同四半期は営業利益６８百万円）、経常損失１億７６百

万円（前年同四半期は経常利益６０百万円）、四半期純損失１億１２百万円（前年同四半期は四半期純

利益４０百万円）となりました。 

  

（資産） 

当第１四半期会計期間末における資産合計は１０７億９３百万円となり、前事業年度末に比べて２１

百万円増加しました。これは、流動資産が現金及び預金の減少、棚卸資産の増加等により２９百万円増

加、固定資産が有形固定資産の減価償却による減少等により８百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債合計は、６９億８０百万円となり、前事業年度末に比べて１億

８２百万円増加しました。これは、流動負債が支払手形及び買掛金の減少、短期借入金の増加等により

２億９４百万円増加、固定負債が長期借入金の減少等により１億１２百万円減少したことによるもので

す。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は３８億１２百万円となり、前事業年度末に比べて１億

６０百万円減少しました。これは、配当金支払い、四半期純損失により利益剰余金が減少したことによ

るものです。 

 この結果、当第１四半期会計期間末時点での自己資本比率は３５.３％となりました。 

  

平成２５年５月１０日に公表しました業績予想につきましては、変更はございません。 

  

  

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

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,372,154 1,170,211

受取手形及び売掛金 2,323,120 2,412,273

商品及び製品 1,365,194 1,479,930

仕掛品 251,377 262,967

原材料及び貯蔵品 909,246 920,514

その他 263,891 268,514

貸倒引当金 △71 △62

流動資産合計 6,484,913 6,514,348

固定資産   

有形固定資産 3,482,791 3,415,758

無形固定資産 102,241 120,315

投資その他の資産 701,659 742,677

固定資産合計 4,286,692 4,278,750

資産合計 10,771,605 10,793,099

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,350,113 1,994,679

短期借入金 887,500 1,550,000

1年内返済予定の長期借入金 648,268 588,468

1年内償還予定の社債 198,250 112,600

賞与引当金 132,299 53,603

その他 364,669 576,646

流動負債合計 4,581,100 4,875,997

固定負債   

社債 120,000 120,000

長期借入金 1,348,998 1,233,831

退職給付引当金 357,809 358,518

その他 389,777 391,759

固定負債合計 2,216,584 2,104,109

負債合計 6,797,684 6,980,107
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 2,988,155 2,803,504

自己株式 △12,907 △12,907

株主資本合計 3,817,825 3,633,173

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 156,095 179,818

評価・換算差額等合計 156,095 179,818

純資産合計 3,973,920 3,812,992

負債純資産合計 10,771,605 10,793,099
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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

売上高 1,862,866 1,721,124

売上原価 1,180,751 1,207,947

売上総利益 682,114 513,176

販売費及び一般管理費 613,603 688,280

営業利益又は営業損失（△） 68,510 △175,103

営業外収益   

受取利息 357 308

受取配当金 5,134 5,484

補助金収入 － 5,363

その他 4,613 4,859

営業外収益合計 10,104 16,014

営業外費用   

支払利息 11,298 11,750

手形売却損 2,525 1,487

その他 3,843 4,259

営業外費用合計 17,667 17,497

経常利益又は経常損失（△） 60,947 △176,585

特別損失   

固定資産除却損 62 499

特別損失合計 62 499

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 60,885 △177,085

法人税、住民税及び事業税 1,511 2,093

法人税等調整額 19,057 △66,281

法人税等合計 20,569 △64,187

四半期純利益又は四半期純損失（△） 40,316 △112,897
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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）

（株）重松製作所（7980）平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－7－


