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(百万円未満切捨て)

（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 ％

27年３月期第１四半期 1,160 △18.7 22 108.8 62 36.1 57 38.1

26年３月期第１四半期 1,426 △13.5 10 － 46 686.4 41 －

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

27年３月期第１四半期 4.02 －

26年３月期第１四半期 2.91 －

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第１四半期 8,148 2,929 35.9

26年３月期 8,188 2,773 33.9

(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 2,929 百万円 26年３月期 2,773 百万円

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

26年３月期 － － － 4.00 4.00

27年３月期 －

27年３月期(予想) － － 4.00 4.00

(％表示は、対前期増減率)

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 6,000 △26.7 30 △60.5 100 △37.0 70 △41.9 4.86
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※ 注記事項

(注)詳細は、添付資料Ｐ3「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(注)詳細は、添付資料Ｐ3「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（３）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P2「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。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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) 27年３月期１Ｑ 14,520,000株 26年３月期 14,520,000株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 109,371株 26年３月期 108,872株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 14,410,757株 26年３月期１Ｑ 14,427,145株
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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

当第１四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）におけるわが国経済は、政府及び日銀

の経済・金融対策を背景に、景気回復の兆しが見られるようになってまいりました。一方、新興国の経済動向、

中東情勢の混迷に伴う原油価格、原材料価格の上昇など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような経済情勢の下、当社は全社を挙げて業績の確保に努めた結果、当第１四半期累計期間における売上

高は11億６千万円(前年同四半期14億２千６百万円、18.7％減)となりました。

利益面では、継続的な原価低減、経費削減に努めた結果、営業利益２千２百万円(前年同四半期１千万円、

108.8％増)、経常利益６千２百万円(前年同四半期４千６百万円、36.1％増)、四半期純利益５千７百万円(前年

同四半期４千１百万円、38.1％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前事業年度末に比べて1.2％減少し、37億５千２百万円となりました。これは、商品及び製品が

２億６千９百万円、仕掛品が１億６千３百万円それぞれ増加したのに対し、受取手形及び売掛金が３億５千３百

万円、現金及び預金が１億２千４百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定資産は、前事業年度末に比べて0.1％増加し、43億９千５百万円となりました。これは、繰延税金資産が

８千６百万円減少したのに対し、投資有価証券が８千７百万円増加したことなどによります。

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて0.5％減少し、81億４千８百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前事業年度末に比べて2.7％減少し、38億５百万円となりました。これは、前受金が２億８千万

円増加したのに対し、支払手形及び買掛金が５億４千６百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前事業年度末に比べて6.0％減少し、14億１千３百万円となりました。これは、長期借入金が３

千８百万円増加したのに対し、退職給付引当金が１億３千４百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて3.6％減少し、52億１千９百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前事業年度末に比べて5.6％増加し、29億２千９百万円となりました。これは、繰越利益剰余

金が９千９百万円、その他有価証券評価差額金が５千６百万円それぞれ増加したことなどによります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成26年５月９日に公表いたしました平成27年３月期通期の業績予想に変更ありま

せん。
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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

①税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退

職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定め

について当第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期

間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均

残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映し

た単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

この結果、当第１四半期会計期間の期首の退職給付引当金が１億５千４百万円減少し、利益剰余金が９千９百万

円増加しております。また、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ２百

万円減少しております。
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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26年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,104,932 980,025

受取手形及び売掛金 1,557,130 1,203,933

商品及び製品 245,445 515,343

仕掛品 676,773 840,728

原材料及び貯蔵品 7,135 7,754

繰延税金資産 130,503 130,503

その他 80,609 75,151

貸倒引当金 △3,126 △624

流動資産合計 3,799,402 3,752,815

固定資産

有形固定資産

建物 1,673,656 1,673,656

減価償却累計額 △1,323,640 △1,329,684

建物（純額） 350,015 343,972

構築物 227,794 227,794

減価償却累計額 △208,632 △209,073

構築物（純額） 19,162 18,721

機械及び装置 1,883,326 1,883,046

減価償却累計額 △1,775,561 △1,780,451

機械及び装置（純額） 107,764 102,594

車両運搬具 10,400 9,675

減価償却累計額 △10,264 △9,553

車両運搬具（純額） 136 122

工具、器具及び備品 299,098 299,038

減価償却累計額 △293,021 △293,058

工具、器具及び備品（純額） 6,077 5,980

土地 1,512,578 1,512,578

リース資産 125,548 141,248

減価償却累計額 △48,902 △54,831

リース資産（純額） 76,646 86,416

有形固定資産合計 2,072,380 2,070,385

無形固定資産 131,111 119,256

投資その他の資産

投資有価証券 1,173,397 1,261,306

関係会社株式 58,704 58,704

繰延税金資産 227,940 141,692

その他 725,956 744,568

投資その他の資産合計 2,185,999 2,206,272

固定資産合計 4,389,491 4,395,914

資産合計 8,188,894 8,148,729
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,079,454 1,532,969

短期借入金 240,000 348,190

1年内償還予定の社債 560,000 560,000

1年内返済予定の長期借入金 210,928 219,630

リース債務 159,075 149,729

未払法人税等 9,299 6,201

前受金 159,246 439,333

賞与引当金 156,362 217,080

品質保証引当金 167,047 158,827

その他 170,845 173,910

流動負債合計 3,912,259 3,805,871

固定負債

長期借入金 315,610 354,180

リース債務 126,064 128,529

退職給付引当金 943,987 809,511

環境対策引当金 24,137 24,137

その他 93,499 97,247

固定負債合計 1,503,299 1,413,605

負債合計 5,415,558 5,219,476

純資産の部

株主資本

資本金 954,000 954,000

資本剰余金 456,280 456,280

利益剰余金 991,783 1,091,508

自己株式 △19,057 △19,124

株主資本合計 2,383,006 2,482,664

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 390,328 446,588

評価・換算差額等合計 390,328 446,588

純資産合計 2,773,335 2,929,253

負債純資産合計 8,188,894 8,148,729
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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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

売上高 1,426,589 1,160,238

売上原価 1,103,533 788,896

売上総利益 323,056 371,342

販売費及び一般管理費 312,429 349,148

営業利益 10,627 22,193

営業外収益

受取利息 4 6

受取配当金 16,548 19,156

受取賃貸料 33,513 35,158

貸倒引当金戻入額 5 2,501

雑収入 7,594 3,461

営業外収益合計 57,667 60,285

営業外費用

支払利息 4,969 3,135

社債利息 3,190 2,928

不動産賃貸費用 13,757 13,430

雑支出 242 212

営業外費用合計 22,159 19,706

経常利益 46,134 62,771

特別損失

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

税引前四半期純利益 46,134 62,771

法人税等 4,217 4,892

四半期純利益 41,917 57,879
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（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）

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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