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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） 

 

(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2四半期 7,843 25.8 109 9.8 68 △24.1 21 △42.3
25年3月期第2四半期 6,237 △10.2 99 △73.5 90 △76.2 37 △82.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 343百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 2百万円 （△98.8％）

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 3.28 ―
25年3月期第2四半期 5.66 ―

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 16,310 9,054 50.7
25年3月期 16,009 8,761 50.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  8,262百万円 25年3月期  8,030百万円

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  
平成25年3月期の第2四半期末、期末の1株当たり配当金には、それぞれ記念配当を1円50銭ずつ含んでおります。 

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
26年3月期 ― 7.50
26年3月期（予想） ― 7.50 15.00

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、対前期増減率）

（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

通期 15,800 15.1 530 93.7 450 88.2 210 △44.7 32.06



(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、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

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2Q 6,600,000 株 25年3月期 6,600,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 49,287 株 25年3月期 49,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 6,550,746 株 25年3月期2Q 6,583,790 株
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当第２四半期連結累計期間の我が国経済は、昨年冬からの緊急経済対策、円高修正などにより、生産

は緩やかに増加、企業の景況感も引き続き好転しつつあります。また世界の景気は、弱い回復が続いて

いるものの、底堅さも見られる中、足元、アメリカ財政問題への対応や、欧州政府債務問題、新興国経

済の減速傾向など、先行きは不透明な状況も依然残っております。 

 このような経済環境下、国内砥石製造・販売事業では、国内向け砥石販売が前年同期比9.8％減少い

たしましたが、インドネシア向け中心の砥石輸出が好調で前年同期比8.4％増加し、また仕入砥石の売

上も順調に拡大して、売上高は前年同期比2.8％増加いたしました。 

 製品商品販売事業の部門毎売上高は、機械工具、研磨材商品及び消耗品は1.7％増加いたしました

が、砥石売上は需要が低迷して7.1％減収となり、全体売上高は、前年同期を僅かながら下回りまし

た。 

 海外砥石製造・販売事業は、平成23年10月に発生したタイ王国における洪水から、平成24年度以降、

生産設備の復旧により、売上高は前年同期比3.3倍に増加いたしましたが、受注が伸び悩み売上高は計

画比大幅に下回りました。また、新工場建設による償却負担の増加や工場移転に伴う諸費用の増加、法

定 低賃金の引き上げなどによる人件費の上昇などにより利益面では損失計上を余儀なくされました。

 この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は7,843,979千円となり、前年同期比1,606,553千

円(25.8％)増収となりました。 

 売上原価率は、減価償却費を中心とする製造固定費の増加に加え一人あたり生産性の低下などにより

前年同期比2.8ポイント悪化いたしました。しかしながら増収効果により、連結営業利益は109,628千円

となり、前年同期比9,757千円(9.8％)増益となりました。 

 連結経常利益は為替差損や支払利息が増加したことから前年同期比21,861千円(24.1％)減益の68,923

千円となりました。 

 連結四半期純利益は21,506千円となり、前年同期比15,763千円(42.3％)の減益となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間の資産合計は16,310,838千円となり、前連結会計年度に比べ300,911千円

増加いたしました。 

流動資産は、7,318,702千円となり38,015千円減少いたしました。 

 主な要因は、製品商品販売事業における借換資金の滞留などにより現金及び預金が207,420千円増

加、また国内砥石製造・販売事業の海外向け砥石売上の増加に対応した製品備蓄などにより、たな卸資

産が136,573千円増加する一方で、国内向け砥石売上の減少や前連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、受取手形及び売掛金が、360,663千円減少したことによるものであります。 

固定資産は、8,992,135千円となり338,927千円増加いたしました。 

 有形固定資産は、8,102,133千円となり213,704千円増加いたしました。 

 主な要因は、国内砥石製造・販売事業の海外向け砥石生産ラインの増設や、海外砥石製造・販売事業

のバーツ高円安による円貨への換算金額が増加したことによるものです。 

 無形固定資産は、310,618千円となり5,863千円増加いたしました。 

 投資その他の資産は、投資有価証券の時価評価額の増加により579,384千円となり119,359千円増加い

たしました。 

当第２四半期連結会計期間の負債合計は7,255,848千円となり、前連結会計年度に比べ7,057千円増加

いたしました。 

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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流動負債は、5,087,454千円となり235,028千円減少いたしました。 

 主な要因は、海外砥石製造・販売事業の業容拡大に伴う短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金

が123,270千円増加する一方で、製品商品販売事業の仕入圧縮などにより、仕入債務が381,606千円減少

したことによるものであります。 

固定負債は2,168,393千円となり242,085千円増加いたしました。 

 主な要因は、製品商品販売事業における販売管理システム開発に伴う資金需要などにより、長期借入

金が228,135千円増加したことによるものであります。 

  

当第２四半期連結会計期間の純資産合計は9,054,989千円となり、前連結会計年度に比べ293,854千円

増加いたしました。 

 主な要因は、四半期純利益の計上21,506千円に加え、為替換算調整勘定が154,374千円、その他有価

証券評価差額金が105,874千円、少数株主持分が61,271千円それぞれ増加する一方で、配当金を49,130

千円支払ったことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度の50.2％から50.7％となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績実態と国内外の景況感を踏まえ、海外砥石製造・販売事業は、下

期、製品単価の値上げ、受注増加に向けての販売促進活動に注力中で、上期比採算改善を予想、国内砥

石製造・販売事業は下期も輸出が好調に推移する見通しであり、連結の通期業績は、平成25年５月10日

発表の決算短信数値の修正を行っておりません。 

  

  

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：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 1,374,804 1,582,225

受取手形及び売掛金 3,820,182 3,459,519

商品及び製品 1,075,688 1,146,517

仕掛品 138,496 119,711

原材料及び貯蔵品 747,875 832,404

その他 204,650 182,902

貸倒引当金 △4,981 △4,579

流動資産合計 7,356,717 7,318,702

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,902,432 4,030,692

減価償却累計額 △1,824,929 △1,924,586

建物及び構築物（純額） 2,077,502 2,106,106

土地 4,162,477 4,206,523

その他 4,282,397 4,625,950

減価償却累計額 △2,633,948 △2,836,446

その他（純額） 1,648,448 1,789,503

有形固定資産合計 7,888,428 8,102,133

無形固定資産 304,754 310,618

投資その他の資産   

投資その他の資産 467,919 587,328

貸倒引当金 △7,894 △7,943

投資その他の資産合計 460,025 579,384

固定資産合計 8,653,208 8,992,135

資産合計 16,009,926 16,310,838

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,325,111 1,913,021

短期借入金 1,953,700 2,011,200

未払法人税等 109,271 98,462

その他 934,400 1,064,771

流動負債合計 5,322,483 5,087,454

固定負債   

長期借入金 1,029,568 1,257,703

退職給付引当金 691,143 699,638

役員退職慰労引当金 74,134 65,970

その他 131,462 145,082

固定負債合計 1,926,308 2,168,393

負債合計 7,248,791 7,255,848
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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 1,128,200 1,128,200

資本剰余金 908,565 908,565

利益剰余金 6,085,596 6,057,972

自己株式 △28,476 △28,517

株主資本合計 8,093,885 8,066,220

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,092 138,966

為替換算調整勘定 △96,883 57,490

その他の包括利益累計額合計 △63,791 196,457

少数株主持分 731,040 792,311

純資産合計 8,761,134 9,054,989

負債純資産合計 16,009,926 16,310,838
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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 6,237,425 7,843,979

売上原価 4,825,644 6,287,753

売上総利益 1,411,781 1,556,226

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 660,271 713,643

退職給付費用 47,546 50,470

役員退職慰労引当金繰入額 8,040 2,616

貸倒引当金繰入額 △396 △352

その他 596,449 680,220

販売費及び一般管理費合計 1,311,911 1,446,598

営業利益 99,870 109,628

営業外収益   

受取利息 334 400

受取配当金 3,242 7,310

為替差益 14,112 －

仕入割引 5,502 9,637

その他 11,766 13,177

営業外収益合計 34,959 30,525

営業外費用   

支払利息 16,591 41,491

支払手数料 12,236 7,819

為替差損 － 10,276

売上割引 10,202 10,358

その他 5,014 1,283

営業外費用合計 44,045 71,230

経常利益 90,784 68,923

特別利益   

固定資産売却益 142 699

投資有価証券売却益 － 5,400

特別利益合計 142 6,099

特別損失   

固定資産売却損 － 13,910

固定資産除却損 688 3,507

その他 － 448

特別損失合計 688 17,866

税金等調整前四半期純利益 90,238 57,155

法人税、住民税及び事業税 121,962 97,455

法人税等調整額 △15,471 △20,161

法人税等合計 106,491 77,294

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △16,253 △20,138

少数株主損失（△） △53,523 △41,644

四半期純利益 37,270 21,506
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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損失（△） △16,253 △20,138

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,039 105,874

為替換算調整勘定 27,709 257,290

その他の包括利益合計 18,670 363,165

四半期包括利益 2,417 343,026

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 44,857 281,755

少数株主に係る四半期包括利益 △42,439 61,271
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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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