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(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 16,972 20.3 602 119.7 555 217.5 342 294.9
25年３月期第２四半期 14,107 3.9 274 △7.8 175 △30.9 86 △52.9

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 604百万円 （ ―％) 25年３月期第２四半期 △49百万円 （ ―％)

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 34.10 ―
25年３月期第２四半期 8.71 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 30,342 13,960 46.0
25年３月期 27,103 13,446 49.6

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 13,960百万円 25年３月期 13,446百万円

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 ―   9.00 ― 9.00 18.00

26年３月期 ― 9.00

26年３月期(予想) ― 9.00 18.00

(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 33,850 3.1 1,020 22.2 940 11.6 800 14.6 79.55
(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 除外 ― 社

（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 10,331,546株 25年３月期 10,331,546株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 274,736株 25年３月期 274,736株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 10,056,810株 25年３月期２Ｑ 9,970,236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、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きは終了しておりません。

※ 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、四半期決算短信（添付資料）２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。
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当第２四半期連結累計期間における当社を取り巻く市場環境は、国内においては経済・金融政策の効

果や個人消費の持ち直し等により、景気が緩やかな回復の動きを見せ、海外においては、中国の成長減

速が下げ止まりと安定化を示し、米国では緩やかな回復傾向が見られ、世界の景気は底堅い動きとなっ

ております。 

当業界におきましては、個人消費の持ち直しに伴い市場回復の兆しが見え、年末の商盛期に向けての

持続的な回復が期待されております。 

また海外市場では中国を中心に市場への深耕を進め、当社グループの国内・海外の営業拠点からの販

売活動と、中国の製造拠点からの製品供給により、順調に売上をあげております。  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は169億72百万円(前年同四半期比20.3％増)とな

り、営業利益は6億2百万円(前年同四半期比119.7％増)、経常利益は5億55百万円(前年同四半期比

217.5％増)、四半期純利益は3億42百万円(前年同四半期比294.9%増)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ32億39百万円増加し303億42百万円

となりました。主な要因はたな卸資産の増加25億4百万円、現金及び預金の増加4億98百万円、投資その

他の資産の増加4億62百万円や流動資産その他の減少2億85百万円等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ27億25百万円増加し163億82百万円となりました。主な要因は短期

借入金の増加24億20百万円、支払手形及び買掛金の増加5億29百万円、固定負債その他の増加1億11百万

円や長期借入金の減少3億80百万円等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ5億13百万円増加し139億60百万円となりました。主な要因は四半

期純利益の計上3億42百万円、為替換算調整勘定の増加2億33百万円、その他有価証券評価差額金の増加

28百万円や配当金の支払90百万円等によるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成25年5月15日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしまし

た通期の連結業績予想に変更はありません。  

  

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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表 
（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 3,143,912 3,642,697

受取手形及び売掛金（純額） 5,096,135 4,975,796

商品及び製品 6,136,000 7,255,268

仕掛品 523,277 1,679,162

原材料及び貯蔵品 759,511 989,191

繰延税金資産 181,693 155,727

その他 586,867 300,890

流動資産合計 16,427,398 18,998,735

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,114,961 5,129,884

その他（純額） 1,869,259 2,088,639

有形固定資産合計 6,984,220 7,218,524

無形固定資産   

のれん 37,895 26,158

その他 745,551 728,431

無形固定資産合計 783,447 754,590

投資その他の資産 2,908,475 3,370,945

固定資産合計 10,676,143 11,344,060

資産合計 27,103,541 30,342,795

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,341,490 1,870,977

短期借入金 6,550,000 8,970,000

未払法人税等 181,775 205,540

賞与引当金 84,000 108,880

その他 1,804,433 1,782,618

流動負債合計 9,961,700 12,938,017

固定負債   

長期借入金 2,917,926 2,537,186

繰延税金負債 256,870 277,127

役員退職慰労引当金 493,900 491,799

その他 26,437 138,189

固定負債合計 3,695,134 3,444,302

負債合計 13,656,834 16,382,320
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,013,529 3,013,529

資本剰余金 2,944,389 2,944,389

利益剰余金 7,083,367 7,335,824

自己株式 △156,368 △156,368

株主資本合計 12,884,917 13,137,374

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 534,288 562,364

為替換算調整勘定 27,032 260,736

その他の包括利益累計額合計 561,320 823,101

少数株主持分 469 －

純資産合計 13,446,707 13,960,475

負債純資産合計 27,103,541 30,342,795
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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 14,107,439 16,972,551

売上原価 10,583,664 12,157,643

売上総利益 3,523,775 4,814,907

販売費及び一般管理費 3,249,511 4,212,220

営業利益 274,263 602,687

営業外収益   

受取利息 3,340 4,315

受取配当金 28,150 27,471

不動産賃貸料 12,020 11,787

その他 8,197 15,233

営業外収益合計 51,709 58,808

営業外費用   

支払利息 73,859 67,049

為替差損 43,015 1,968

地金品借料 21,783 19,826

その他 12,198 16,734

営業外費用合計 150,856 105,579

経常利益 175,116 555,916

特別利益   

固定資産売却益 1,267 5,392

特別利益合計 1,267 5,392

特別損失   

固定資産売却損 11 －

固定資産除却損 318 169

特別損失合計 329 169

税金等調整前四半期純利益 176,054 561,138

法人税、住民税及び事業税 78,803 187,801

法人税等調整額 10,417 30,315

法人税等合計 89,220 218,116

少数株主損益調整前四半期純利益 86,833 343,021

少数株主利益又は少数株主損失（△） △25 53

四半期純利益 86,859 342,968
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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 86,833 343,021

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △158,060 28,075

為替換算調整勘定 22,070 233,704

その他の包括利益合計 △135,990 261,780

四半期包括利益 △49,156 604,802

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △49,131 604,748

少数株主に係る四半期包括利益 △25 53
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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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