
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     
  

 

     
  

 

   

  
  

  
(％表示は、対前期増減率) 
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四半期報告書提出予定日 平成25年11月８日 配当支払開始予定日 平成25年11月29日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 (アナリスト向け )

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30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 ％

26年３月期第２四半期 40,872 37.4 3,364 － 4,218 － 4,067 －
25年３月期第２四半期 29,739 △10.4 △1,580 － △2,299 － △4,708 －

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 4,587百万円( －％) 25年３月期第２四半期 △5,118百万円( －％)

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

26年３月期第２四半期 65.64 －
25年３月期第２四半期 △75.98 －

（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 ％

26年３月期第２四半期 153,719 117,999 76.8
25年３月期 143,957 113,722 79.0

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 117,999百万円 25年３月期 113,722百万円

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

25年３月期 － 5.00 － 5.00 10.00

26年３月期 － 5.00

26年３月期(予想) － 10.00 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

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）

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 86,500 23.9 6,000 918.5 6,500 268.7 6,000 － 96.82

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

 

 

   

  

   

  

   

  

   

  

 

 

 

 
  

※ 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 ： 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

（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) 26年３月期２Ｑ 68,292,340株 25年３月期 68,292,340株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 6,324,621株 25年３月期 6,324,323株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 61,967,839株 25年３月期２Ｑ 61,968,800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に対する四半期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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した見通し

であります。実際の業績は、経済情勢、市場の動向、為替の変動等様々な要因によって予想数値と異なる結果とな
る可能性があります。 
 決算説明会資料はTDnetで平成25年10月30日（水）に開示し、同日当社ホームページに掲載いたします。
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１．四半期連結財務諸表 
(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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 39,328 42,919

受取手形及び売掛金 22,118 20,616

電子記録債権 － 305

有価証券 4,748 8,555

商品及び製品 11,291 13,297

仕掛品 7,977 8,584

原材料及び貯蔵品 6,129 6,320

その他 2,745 3,507

貸倒引当金 △270 △244

流動資産合計 94,068 103,864

固定資産   

有形固定資産   

土地 17,385 17,417

その他（純額） 15,191 14,990

有形固定資産合計 32,577 32,407

無形固定資産 2,571 2,479

投資その他の資産 14,740 14,968

固定資産合計 49,888 49,855

資産合計 143,957 153,719
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,122 11,744

電子記録債務 4,879 6,270

短期借入金 1,534 1,722

未払法人税等 209 606

債務保証損失引当金 742 740

事業構造改善引当金 386 －

その他の引当金 1,554 1,587

その他 8,872 10,215

流動負債合計 27,302 32,888

固定負債   

長期借入金 411 213

引当金 835 832

その他 1,685 1,785

固定負債合計 2,932 2,832

負債合計 30,235 35,720

純資産の部   

株主資本   

資本金 37,714 37,714

資本剰余金 37,797 37,797

利益剰余金 42,267 46,025

自己株式 △4,950 △4,950

株主資本合計 112,829 116,586

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,969 2,285

繰延ヘッジ損益 △13 －

為替換算調整勘定 △1,063 △872

その他の包括利益累計額合計 892 1,412

純資産合計 113,722 117,999

負債純資産合計 143,957 153,719

㈱小森コーポレーション　（6349）　平成26年３月期　第２四半期決算短信

3



(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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 29,739 40,872

売上原価 21,685 27,009

割賦販売未実現利益戻入額 105 20

割賦販売未実現利益繰入額 91 －

売上総利益 8,068 13,884

販売費及び一般管理費 9,649 10,519

営業利益又は営業損失（△） △1,580 3,364

営業外収益   

受取利息 59 41

受取配当金 93 96

為替差益 － 628

その他 185 296

営業外収益合計 338 1,063

営業外費用   

支払利息 71 27

たな卸資産処分損 － 101

為替差損 813 －

その他 171 81

営業外費用合計 1,056 209

経常利益又は経常損失（△） △2,299 4,218

特別利益   

固定資産売却益 5 2

特別利益合計 5 2

特別損失   

固定資産売却損 7 －

固定資産除却損 5 0

投資有価証券評価損 798 12

事業構造改善費用 1,627 －

特別損失合計 2,437 12

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△4,731 4,208

法人税、住民税及び事業税 38 451

法人税等調整額 △61 △310

法人税等合計 △23 140

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△4,708 4,067

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,708 4,067
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△4,708 4,067

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △216 316

繰延ヘッジ損益 － 13

為替換算調整勘定 △193 190

その他の包括利益合計 △410 520

四半期包括利益 △5,118 4,587

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,118 4,587

㈱小森コーポレーション　（6349）　平成26年３月期　第２四半期決算短信

5



(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） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

   該当事項はありません。 
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