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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 1,209 △3.0 105 63.4 84 108.5 41 69.0
25年3月期第1四半期 1,246 0.7 64 △20.9 40 △29.3 24 △6.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 49百万円 （248.1％） 25年3月期第1四半期 14百万円 （△65.6％）

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 4.37 ―
25年3月期第1四半期 2.59 ―

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 6,701 2,508 35.9 255.64
25年3月期 6,830 2,483 34.9 253.08
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  2,405百万円 25年3月期  2,381百万円

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 ― 0.00 ― 2.50 2.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 2,710 3.9 190 9.7 130 5.7 70 △8.0 7.44
通期 5,730 5.3 470 8.0 350 1.3 190 △14.8 20.19



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビューが実施中です。 

※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等については、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

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 10,000,000 株 25年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 588,428 株 25年3月期 588,428 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 9,411,572 株 25年3月期1Q 9,412,367 株
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は新政権による経済政策への期待感と日銀の大幅な金融緩和

の導入により、円安基調、株価回復傾向となり、個人消費の持ち直しや設備投資意欲の改善などの明る

い兆しが見えてまいりました。しかしながら、円安による原材料価格の上昇や新興国の経済成長の鈍化

など、国内外経済の先行きは不透明であり、予断を許さない状況が続いております。 

このような状況の下、当社グループは中期経営計画の 終年度である２０１３年度を攻めの姿勢に転

ずるための企業体質改善の総仕上げの年度とし、昨年度に引き続いて、経営スローガンを「グループ全

員が自らの使命を果たし 一丸となって 強い組織をつくります」と定め、社員一人ひとりがそれぞれに

課せられた使命・役割を着実に、確実に果たしていくことを徹底し、組織の力を強め、真の実力を持っ

た企業グループ体制を築くことに取り組んでまいりました。その結果、売上高は前年同期比３.０％減

の１２億９百万円（前年同期１２億４千６百万円）となりましたものの、利益面では、原価低減の推進

や経費管理の徹底効果に加え、退職給付信託資産の運用状況の好転もあって、営業利益で同６３.４％

増の１億５百万円（同６千４百万円）、経常利益で同１０８.５％増の８千４百万円（同４千万円）、

四半期純利益で同６９.０％増の４千１百万円（同２千４百万円）となりました。 
  

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

①金属製品事業 

国内売上は前年同期と同水準となり、ハンドツール部門ではレンチ類等がＯＥＭ品需要や工具セッ

トの拡販により増加し、ファスニング部門では、ファスニングツールは前年同期の特殊需要案件が無

くなったことなどにより減少しましたが、工業用ファスナーは回復傾向となりました。切削工具部門

では不採算商品の取扱中止などにより売上が減少しました。海外売上におきましては、ハンドツール

部門での拡販努力による圧着工具の増加はありましたが、他の品種群については海外経済動向等の影

響を受け、総じて減少しました。その結果、金属製品事業の合計売上高は前年同期比３.０％減の１

１億４千６百万円（前年同期１１億８千万円）となりました。利益面では、営業利益が同１３０.

９％増の７千４百万円（同３千２百万円）となりました。 
  

②レジャーその他事業 

ゴルフ練習場への入場者数は前年同期に対しほぼ横ばいとなりましたものの、お客様一人当たりの

売上高の低下傾向は継続しており、売上高は前年同期比３.０％減の６千３百万円（前年同期６千５

百万円）となり、営業利益は同４.２％減の３千１百万円（同３千２百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は６７億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億

２千８百万円減少しました。 
  

（資産） 

流動資産は前連結会計年度末比８千２百万円減の４０億６千８百万円となりました。これは主に現

金及び預金やたな卸資産が増加する一方で、受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。 

 固定資産は同４千５百万円減の２６億３千２百万円となりました。これは主に投資有価証券の時価

評価による増加がありましたものの、減価償却による有形固定資産の減少があったことによるもので

す。 

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末比３億５千１百万円減の２６億９百万円となりました。これは主に短

期借入金が減少したことによるものです。 

 固定負債は同１億９千７百万円増の１５億８千３百万円となりました。これは主にリース債務の減

少はありましたが、長期借入金が増加したことによるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比し２千５百万円増加し、２５億８百万円となりました。これは四半

期純利益の計上による利益剰余金及び投資有価証券の時価評価に伴うその他有価証券評価差額金の増

加によるものです。 

  

当第１四半期業績は、概ね当初に想定した範囲内で推移しており、平成２５年５月１０日に発表いた

しました業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、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。 

  

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：千円）

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 1,474,373 1,589,533

受取手形及び売掛金 1,167,305 917,370

商品及び製品 929,213 959,222

仕掛品 254,776 243,395

原材料及び貯蔵品 175,066 189,803

その他 155,669 174,059

貸倒引当金 △4,695 △4,549

流動資産合計 4,151,708 4,068,836

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 913,426 899,106

土地 738,508 738,508

その他（純額） 680,433 649,570

有形固定資産合計 2,332,368 2,287,185

無形固定資産 39,330 36,775

投資その他の資産 306,759 308,645

固定資産合計 2,678,458 2,632,605

資産合計 6,830,167 6,701,441

負債の部   

流動負債   

買掛金 258,199 241,514

短期借入金 2,212,160 1,907,255

未払法人税等 105,557 44,977

その他 385,363 415,694

流動負債合計 2,961,281 2,609,441

固定負債   

長期借入金 1,042,829 1,297,783

退職給付引当金 47,112 35,538

役員退職慰労引当金 3,120 3,120

その他 292,497 246,697

固定負債合計 1,385,559 1,583,139

負債合計 4,346,840 4,192,580

純資産の部   

株主資本   

資本金 960,000 960,000

資本剰余金 491,045 491,045

利益剰余金 1,029,340 1,046,972

自己株式 △148,545 △148,545

株主資本合計 2,331,841 2,349,472

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 50,027 56,463

その他の包括利益累計額合計 50,027 56,463

少数株主持分 101,457 102,925

純資産合計 2,483,326 2,508,861

負債純資産合計 6,830,167 6,701,441
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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：千円）

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 1,246,714 1,209,822

売上原価 800,774 767,280

売上総利益 445,940 442,542

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 123,739 118,708

その他 257,337 217,834

販売費及び一般管理費合計 381,076 336,543

営業利益 64,863 105,998

営業外収益   

受取利息 78 817

受取配当金 2,839 2,718

為替差益 － 1,782

受取家賃 1,851 1,847

その他 2,074 655

営業外収益合計 6,844 7,822

営業外費用   

支払利息 18,179 14,068

売上割引 12,497 12,835

その他 697 2,826

営業外費用合計 31,373 29,729

経常利益 40,335 84,090

特別損失   

固定資産除却損 392 －

特別損失合計 392 －

税金等調整前四半期純利益 39,942 84,090

法人税等 13,267 41,339

少数株主損益調整前四半期純利益 26,675 42,751

少数株主利益 2,316 1,591

四半期純利益 24,358 41,160
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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：千円)

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 26,675 42,751

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,580 6,311

その他の包括利益合計 △12,580 6,311

四半期包括利益 14,095 49,063

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,984 47,595

少数株主に係る四半期包括利益 2,111 1,467
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  
Ⅰ 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） 

  
   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 

 
(注) １  当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 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） 
  

   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 

 
(注) １  当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

（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）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
四半期連結損
益計算書計上
額(注)２金属製品事業

レジャーその他
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,180,991 65,723 1,246,714 ― 1,246,714 1,246,714

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,180,991 65,723 1,246,714 ― 1,246,714 1,246,714

セグメント利益 32,473 32,390 64,863 ― 64,863 64,863

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
四半期連結損
益計算書計上
額(注)２金属製品事業

レジャーその他
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,146,070 63,751 1,209,822 ― 1,209,822 1,209,822

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,146,070 63,751 1,209,822 ― 1,209,822 1,209,822

セグメント利益 74,978 31,019 105,998 ― 105,998 105,998
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