
 

 

                          

平成 27 年３月 16 日 

各   位 

会 社 名 江守グループホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長 江守 清隆 
 （コード：9963、東証第一部） 
問合せ先 常務取締役グループ管理部門担当  揚原 安麿 
 （TEL 0776-36-9963） 

 
（訂正）「平成 26 年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 

 

当社は、平成 25 年７月 29 日に開示いたしました「平成 26 年３月期 第１四半期決算短

信〔日本基準〕（連結）」の一部を訂正しましたので、お知らせいたします。 

 

１． 訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、平成 27 年３月 16 日付「『平成 27 年３月期第３ 四

半期報告書の提出』および『過年度有価証券報告書等ならびに内部統制報告書の訂正

報告書の提出に関するお知らせ』」にて開示しておりますのでご参照ください。 

 

２． 訂正箇所 

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前および訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正の

箇所には下線を付して表示しております。 

 

以 上 



【訂正後】 

  

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 

  

２．配当の状況 

  

  

  

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） 

  

連結業績予想の修正については、本日（平成25年７月29日）公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

  

平成26年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成25年7月29日

上場会社名 江守グループホールディングス株式会社 上場取引所  東

コード番号 9963 URL  http://www.emori.co.jp/ 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）江守 清隆 

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役グループ管理部門担当 （氏名）揚原 安麿 ＴＥＬ 0776-36-9963 

四半期報告書提出予定日 平成25年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無     

四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

  (百万円未満切捨て)

（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 45,428 45.8 1,184 71.8 1,174 78.9 819 108.0 

25年３月期第１四半期 31,147 10.7 689 △1.5 656 2.9 393 2.2 

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 2,293百万円 （84.7％）   25年３月期第１四半期 1,241百万円 （191.2％）

  
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 78.09 － 

25年３月期第１四半期 37.55 － 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期 76,159 15,636 20.5 

25年３月期 71,664 14,420 19.0 

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 15,606百万円   25年３月期 13,648百万円 

  
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

25年３月期 － 17.00 － 21.00 38.00

26年３月期 －   

26年３月期（予想）   20.00 － 24.00 44.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計） 97,800 49.6 2,400 86.4 2,010 73.5 1,250 71.6 119.14 

通期 192,500 37.5 4,800 52.9 4,150 38.1 2,490 29.7 237.33 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規  1社  （社名）江守商事（上海）化工有限公司 

除外  1社  （社名）THAI USUI CO.,LTD. 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 当四半期連結累計期間における

重要な子会社の異動」をご覧ください。 

  
  

  

  

（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財務諸表のレビュー手続き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Ｐ．３「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。 

    

（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）： 有

（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

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 10,500,000株 25年３月期 10,500,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 8,213株 25年３月期 8,163株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 10,491,816株 25年３月期１Ｑ 10,491,867株



   

    

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  8

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  8

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  8

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  8

江守グループホールディングス㈱（9963） 平成26年３月期 第１四半期決算短信

- 1 -



（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州経済等の低迷による景気の下振れが引き続き懸念される

ものの、新政権と日銀との連携強化による金融緩和をはじめとした各種政策の効果が発現するなかで、輸出関連企

業を中心に、景況感はこのところ着実に持ち直しの動きが見られます。 

 このような状況の中、当社の主要報告セグメントである「ケミカル」セグメントでは、中国市場における金属資

源、食糧の売上が好調に推移した結果、連結グループの業績を大きくけん引いたしました。「情報機器」セグメン

トでは、企業収益の改善を背景に、徐々に更新投資中心から情報化のための投資、効率化を図るための投資が増加

基調にあることから、増収増益となりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は454億28百万円（前年同四半期比45.8％増）、営業利益は11

億84百万円（同71.8％増）、経常利益は11億74百万円（同78.9％増）、四半期純利益は８億19百万円（同108.0％

増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

①ケミカル 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は439億20百万円（同47.5％増）、セグメント利益（営業利益）は13億14百万

円（同49.0％増）となりました。 

 中国の内需関連では、積極的な設備投資を背景に特殊鋼原料であるクロム、ニッケル、マンガン、電線用の銅な

ど、金属資源の売上が好調に推移いたしました。また、旺盛な消費に支えられ、エタノール用・飼料用トウモロコ

シや高級米など、食糧の売上も好調でした。外需関連では、ブリキの輸出が躍進いたしました。 

 日本国内では、円安・株高による企業収益の回復を受け、自動車・住宅関連資材の売上が堅調に推移したほか、

冷蔵庫、洗濯機等の白物家電、娯楽関連の電子デバイスの売上が復調いたしました。一方、化学品、合成樹脂は輸

入品を中心に価格交渉が一巡したものの、全体的に荷動きが悪く、市況は弱含みのまま推移いたしました。 

  

②情報機器 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は９億99百万円（同7.7％増）、セグメント利益（営業利益）は１億86百万円

（同159.5％増）となりました。 

 分社化して２期目を迎えた株式会社イー・アイ・エルの収益が第１四半期を通してフルに業績に寄与したほか、

今年1月に当社より分社化し、新たに発足した株式会社江守ソリューションズの業績が好調に推移した結果、増収増

益となりました。 

  

③機械設備 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は80百万円（同17.6％減）、セグメント損失（営業損失）は14百万円（前年

同四半期はセグメント利益１百万円未満）となりました。 

 企業の設備投資は増加基調にあるものの、企業が海外進出を強めており、国内需要の先細りが懸念されるなか、

増産投資に対しては非常に慎重であることに加え、景況の様子見、設備投資減税の動向待ちも重なり、第１四半期

では案件が決まらず営業損失に至りました。 

  

④その他 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は４億26百万円（同21.4％増）、セグメント利益（営業利益）は３百万円

（同91.5％増）となりました。 

 移動体通信機器の販売が昨年に続き好調に推移いたしました結果、セグメント全体では、利益を確保いたしまし

た。 

   

（２）財政状態に関する説明 

   

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ44億94百万円増加し、761億59百万円と

なりました。流動資産は、受取手形及び売掛金の増加などにより47億32百万円増加しました。固定資産は、有形固

定資産の減少などにより２億38百万円減少しました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ32億78百万円増加し、605億22百万円とな

りました。流動負債は、短期借入金の増加などにより20億32百万円増加しました。固定負債は、長期借入金の増加

などにより12億46百万円増加しました。 

  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ12億16百万円増加し、156億36百万円と

なりました。利益剰余金が５億37百万円、為替換算調整勘定が11億72百万円及びその他有価証券評価差額金が２億

48百万円それぞれ増加し、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.5ポイント増加し20.5％となりました。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成25年５月13日の「平成25年３月期 決算短信」で 

公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は、本日公表しまし 

た「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

   

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した江守商事（上海）化工有限公司を連結の範囲に含めておりま

す。また、当第１四半期連結会計期間においてTHAI USUI CO.,LTD.の株式の一部を譲渡したため、連結の範囲から

除外しております。 

     

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 7,406,860 7,433,180

    受取手形及び売掛金 42,360,827 46,752,987

    たな卸資産 7,030,398 6,591,071

    繰延税金資産 214,847 290,118

    その他 5,433,308 6,102,375

    貸倒引当金 △9,743 △333

    流動資産合計 62,436,498 67,169,400

  固定資産     

    有形固定資産 4,481,262 3,696,282

    無形固定資産     

      のれん 78,460 73,277

      その他 558,377 607,622

      無形固定資産合計 636,838 680,899

    投資その他の資産     

      投資有価証券 3,807,685 4,263,514

      繰延税金資産 58,179 41,641

      その他 266,539 330,181

      貸倒引当金 △22,579 △22,741

      投資その他の資産合計 4,109,824 4,612,594

    固定資産合計 9,227,926 8,989,776

  資産合計 71,664,424 76,159,177
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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１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 17,236,612 17,269,498

    短期借入金 24,556,242 26,033,608

    １年内返済予定の長期借入金 1,051,038 747,355

    未払法人税等 473,386 491,007

    賞与引当金 274,234 471,792

    その他 1,463,098 2,073,738

    流動負債合計 45,054,611 47,086,999

  固定負債     

    長期借入金 10,942,633 12,087,340

    繰延税金負債 1,014,011 1,121,161

    再評価に係る繰延税金負債 68,730 68,730

    退職給付引当金 40,096 35,263

    役員退職慰労引当金 117,122 117,122

    その他 6,384 5,688

    固定負債合計 12,188,977 13,435,304

  負債合計 57,243,588 60,522,304

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 799,320 799,320

    資本剰余金 1,023,620 1,023,620

    利益剰余金 9,968,903 10,505,943

    自己株式 △1,809 △1,881

    株主資本合計 11,790,034 12,327,002

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,315,059 1,563,970

    繰延ヘッジ損益 124 △431

    土地再評価差額金 125,422 125,422

    為替換算調整勘定 417,845 1,590,359

    その他の包括利益累計額合計 1,858,452 3,279,320

  少数株主持分 772,348 30,549

  純資産合計 14,420,835 15,636,872

負債純資産合計 71,664,424 76,159,177
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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 31,147,411 45,428,488

売上原価 29,150,722 42,672,278

売上総利益 1,996,689 2,756,209

販売費及び一般管理費 1,307,240 1,572,042

営業利益 689,448 1,184,166

営業外収益     

  受取利息 10,633 34,862

  受取配当金 34,472 47,226

  持分法による投資利益 2,316 3,009

  為替差益 2,127 86,069

  その他 38,688 21,195

  営業外収益合計 88,239 192,363

営業外費用     

  支払利息 111,918 165,413

  その他 9,133 36,639

  営業外費用合計 121,052 202,053

経常利益 656,635 1,174,477

特別利益     

  固定資産売却益 29 －

  関係会社株式売却益 － 33,251

  特別利益合計 29 33,251

特別損失     

  災害による損失 12,512 －

  固定資産処分損 7,955 216

  投資有価証券評価損 999 841

  特別損失合計 21,467 1,057

税金等調整前四半期純利益 635,197 1,206,671

法人税、住民税及び事業税 270,432 490,417

法人税等調整額 △19,124 △101,033

法人税等合計 251,307 389,384

少数株主損益調整前四半期純利益 383,890 817,287

少数株主損失（△） △10,105 △2,038

四半期純利益 393,996 819,326
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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 383,890 817,287

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △156,591 248,910

  繰延ヘッジ損益 1,360 △556

  為替換算調整勘定 1,006,025 1,214,993

  持分法適用会社に対する持分相当額 7,200 13,138

  その他の包括利益合計 857,994 1,476,487

四半期包括利益 1,241,884 2,293,774

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 1,203,390 2,240,194

  少数株主に係る四半期包括利益 38,494 53,580
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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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、移動体通信機器事業、ダストコントロール商品の販売及

びリース事業、保険サービス事業、配送及び倉庫事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、移動体通信機器事業、ダストコントロール商品の販売及

びリース事業、保険サービス事業、メディア開発事業、配送及び倉庫事業等を含んでおります。 

      ２．セグメント利益又は損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及び各報告セグメントに配分していない全社

費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

（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
調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）３ 
ケミカル 情報機器 機械設備 計

売上高    

外部顧客への 

売上高 
 29,769,189  928,441  97,967  30,795,597  351,814  31,147,411 －  31,147,411

セグメント間の

内部売上高 
又は振替高 

 11,526  37,898  100,955  150,381  56,817  207,198  △207,198 － 

計  29,780,715  966,339  198,923  30,945,978  408,632  31,354,610  △207,198  31,147,411

セグメント利益  882,387  71,755  126  954,270  1,757  956,027  △266,579  689,448

△266,579 2,434

△269,014

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他 
（注）１ 

合計
調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）３ 
ケミカル 情報機器 機械設備 計

売上高    

外部顧客への 

売上高 
 43,920,942  999,828  80,754  45,001,525  426,962  45,428,488 －  45,428,488

セグメント間の

内部売上高 
又は振替高 

 1,600  69,605  2,394  73,600  54,034  127,635  △127,635 － 

計  43,922,542  1,069,434  83,149  45,075,126  480,996  45,556,123  △127,635  45,428,488

セグメント利益 

又は損失（△)  
 1,314,396  186,169  △14,960  1,485,604  3,366  1,488,971  △304,804  1,184,166

△304,804 3,975

△308,780
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【訂正前】 

  

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 

  

２．配当の状況 

  

  

  

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） 

  

連結業績予想の修正については、本日（平成25年７月29日）公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

  

平成26年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成25年7月29日

上場会社名 江守グループホールディングス株式会社 上場取引所  東

コード番号 9963 URL  http://www.emori.co.jp/ 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）江守 清隆 

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役グループ管理部門担当 （氏名）揚原 安麿 ＴＥＬ 0776-36-9963 

四半期報告書提出予定日 平成25年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無     

四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

  (百万円未満切捨て)

（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 47,483 50.0 1,215 74.5 1,174 78.9 819 108.0 

25年３月期第１四半期 31,661 12.0 696 △0.4 656 2.9 393 2.2 

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 2,293百万円 （84.7％）   25年３月期第１四半期 1,241百万円 （191.2％）

  
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 78.09 － 

25年３月期第１四半期 37.55 － 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期 76,159 15,636 20.5 

25年３月期 71,664 14,420 19.0 

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 15,606百万円   25年３月期 13,648百万円 

  
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

25年３月期 － 17.00 － 21.00 38.00

26年３月期 －   

26年３月期（予想）   20.00 － 24.00 44.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計） 97,800 45.2 2,400 81.9 2,010 73.5 1,250 71.6 119.14 

通期 192,500 33.1 4,800 49.6 4,150 38.1 2,490 29.7 237.33 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規  1社  （社名）江守商事（上海）化工有限公司 

除外  1社  （社名）THAI USUI CO.,LTD. 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 当四半期連結累計期間における

重要な子会社の異動」をご覧ください。 

  
  

  

  

（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財務諸表のレビュー手続き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Ｐ．３「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。 

   

（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）： 有

（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

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 10,500,000株 25年３月期 10,500,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 8,213株 25年３月期 8,163株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 10,491,816株 25年３月期１Ｑ 10,491,867株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州経済等の低迷による景気の下振れが引き続き懸念される

ものの、新政権と日銀との連携強化による金融緩和をはじめとした各種政策の効果が発現するなかで、輸出関連企

業を中心に、景況感はこのところ着実に持ち直しの動きが見られます。 

 このような状況の中、当社の主要報告セグメントである「ケミカル」セグメントでは、中国市場における金属資

源、食糧の売上が好調に推移した結果、連結グループの業績を大きくけん引いたしました。「情報機器」セグメン

トでは、企業収益の改善を背景に、徐々に更新投資中心から情報化のための投資、効率化を図るための投資が増加

基調にあることから、増収増益となりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は474億83百万円（前年同四半期比50.0％増）、営業利益は12

億15百万円（同74.5％増）、経常利益は11億74百万円（同78.9％増）、四半期純利益は８億19百万円（同108.0％

増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

①ケミカル 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は459億75百万円（同51.8％増）、セグメント利益（営業利益）は13億45百万

円（同51.3％増）となりました。 

 中国の内需関連では、積極的な設備投資を背景に特殊鋼原料であるクロム、ニッケル、マンガン、電線用の銅な

ど、金属資源の売上が好調に推移いたしました。また、旺盛な消費に支えられ、エタノール用・飼料用トウモロコ

シや高級米など、食糧の売上も好調でした。外需関連では、ブリキの輸出が躍進いたしました。 

 日本国内では、円安・株高による企業収益の回復を受け、自動車・住宅関連資材の売上が堅調に推移したほか、

冷蔵庫、洗濯機等の白物家電、娯楽関連の電子デバイスの売上が復調いたしました。一方、化学品、合成樹脂は輸

入品を中心に価格交渉が一巡したものの、全体的に荷動きが悪く、市況は弱含みのまま推移いたしました。 

  

②情報機器 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は９億99百万円（同7.7％増）、セグメント利益（営業利益）は１億86百万円

（同159.5％増）となりました。 

 分社化して２期目を迎えた株式会社イー・アイ・エルの収益が第１四半期を通してフルに業績に寄与したほか、

今年1月に当社より分社化し、新たに発足した株式会社江守ソリューションズの業績が好調に推移した結果、増収増

益となりました。 

  

③機械設備 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は80百万円（同17.6％減）、セグメント損失（営業損失）は14百万円（前年

同四半期はセグメント利益１百万円未満）となりました。 

 企業の設備投資は増加基調にあるものの、企業が海外進出を強めており、国内需要の先細りが懸念されるなか、

増産投資に対しては非常に慎重であることに加え、景況の様子見、設備投資減税の動向待ちも重なり、第１四半期

では案件が決まらず営業損失に至りました。 

  

④その他 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は４億26百万円（同21.4％増）、セグメント利益（営業利益）は３百万円

（同91.5％増）となりました。 

 移動体通信機器の販売が昨年に続き好調に推移いたしました結果、セグメント全体では、利益を確保いたしまし

た。 

   

（２）財政状態に関する説明 

   

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ44億94百万円増加し、761億59百万円と

なりました。流動資産は、受取手形及び売掛金の増加などにより47億32百万円増加しました。固定資産は、有形固

定資産の減少などにより２億38百万円減少しました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ32億78百万円増加し、605億22百万円とな

りました。流動負債は、短期借入金の増加などにより20億32百万円増加しました。固定負債は、長期借入金の増加

などにより12億46百万円増加しました。 

  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ12億16百万円増加し、156億36百万円と

なりました。利益剰余金が５億37百万円、為替換算調整勘定が11億72百万円及びその他有価証券評価差額金が２億

48百万円それぞれ増加し、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.5ポイント増加し20.5％となりました。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成25年５月13日の「平成25年３月期 決算短信」で 

公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は、本日公表しまし 

た「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した江守商事（上海）化工有限公司を連結の範囲に含めておりま

す。また、当第１四半期連結会計期間においてTHAI USUI CO.,LTD.の株式の一部を譲渡したため、連結の範囲から

除外しております。 

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 7,406,860 7,433,180

    受取手形及び売掛金 43,281,528 48,538,114

    たな卸資産 7,030,398 6,591,071

    繰延税金資産 214,847 290,118

    その他 4,512,606 4,317,248

    貸倒引当金 △9,743 △333

    流動資産合計 62,436,498 67,169,400

  固定資産     

    有形固定資産 4,481,262 3,696,282

    無形固定資産     

      のれん 78,460 73,277

      その他 558,377 607,622

      無形固定資産合計 636,838 680,899

    投資その他の資産     

      投資有価証券 3,807,685 4,263,514

      繰延税金資産 58,179 41,641

      その他 266,539 330,181

      貸倒引当金 △22,579 △22,741

      投資その他の資産合計 4,109,824 4,612,594

    固定資産合計 9,227,926 8,989,776

  資産合計 71,664,424 76,159,177
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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１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 17,236,612 17,269,498

    短期借入金 24,556,242 26,033,608

    １年内返済予定の長期借入金 1,051,038 747,355

    未払法人税等 473,386 491,007

    賞与引当金 274,234 471,792

    その他 1,463,098 2,073,738

    流動負債合計 45,054,611 47,086,999

  固定負債     

    長期借入金 10,942,633 12,087,340

    繰延税金負債 1,014,011 1,121,161

    再評価に係る繰延税金負債 68,730 68,730

    退職給付引当金 40,096 35,263

    役員退職慰労引当金 117,122 117,122

    その他 6,384 5,688

    固定負債合計 12,188,977 13,435,304

  負債合計 57,243,588 60,522,304

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 799,320 799,320

    資本剰余金 1,023,620 1,023,620

    利益剰余金 9,968,903 10,505,943

    自己株式 △1,809 △1,881

    株主資本合計 11,790,034 12,327,002

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,315,059 1,563,970

    繰延ヘッジ損益 124 △431

    土地再評価差額金 125,422 125,422

    為替換算調整勘定 417,845 1,590,359

    その他の包括利益累計額合計 1,858,452 3,279,320

  少数株主持分 772,348 30,549

  純資産合計 14,420,835 15,636,872

負債純資産合計 71,664,424 76,159,177
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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 31,661,677 47,483,038

売上原価 29,657,742 44,695,363

売上総利益 2,003,934 2,787,675

販売費及び一般管理費 1,307,240 1,572,042

営業利益 696,694 1,215,632

営業外収益     

  受取利息 3,388 3,397

  受取配当金 34,472 47,226

  持分法による投資利益 2,316 3,009

  為替差益 2,127 86,069

  その他 38,688 21,195

  営業外収益合計 80,993 160,898

営業外費用     

  支払利息 111,918 165,413

  その他 9,133 36,639

  営業外費用合計 121,052 202,053

経常利益 656,635 1,174,477

特別利益     

  固定資産売却益 29 －

  関係会社株式売却益 － 33,251

  特別利益合計 29 33,251

特別損失     

  災害による損失 12,512 －

  固定資産処分損 7,955 216

  投資有価証券評価損 999 841

  特別損失合計 21,467 1,057

税金等調整前四半期純利益 635,197 1,206,671

法人税、住民税及び事業税 270,432 490,417

法人税等調整額 △19,124 △101,033

法人税等合計 251,307 389,384

少数株主損益調整前四半期純利益 383,890 817,287

少数株主損失（△） △10,105 △2,038

四半期純利益 393,996 819,326
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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 383,890 817,287

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △156,591 248,910

  繰延ヘッジ損益 1,360 △556

  為替換算調整勘定 1,006,025 1,214,993

  持分法適用会社に対する持分相当額 7,200 13,138

  その他の包括利益合計 857,994 1,476,487

四半期包括利益 1,241,884 2,293,774

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 1,203,390 2,240,194

  少数株主に係る四半期包括利益 38,494 53,580
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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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、移動体通信機器事業、ダストコントロール商品の販売及

びリース事業、保険サービス事業、配送及び倉庫事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、移動体通信機器事業、ダストコントロール商品の販売及

びリース事業、保険サービス事業、メディア開発事業、配送及び倉庫事業等を含んでおります。 

      ２．セグメント利益又は損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及び各報告セグメントに配分していない全社

費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（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
調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）３ 
ケミカル 情報機器 機械設備 計

売上高    

外部顧客への 

売上高 
 30,283,454  928,441  97,967  31,309,862  351,814  31,661,677 －  31,661,677

セグメント間の

内部売上高 
又は振替高 

 11,526  37,898  100,955  150,381  56,817  207,198  △207,198 － 

計  30,294,981  966,339  198,923  31,460,244  408,632  31,868,876  △207,198  31,661,677

セグメント利益  889,633  71,755  126  961,515  1,757  963,273  △266,579  696,694

△266,579 2,434

△269,014

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他 
（注）１ 

合計
調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）３ 
ケミカル 情報機器 機械設備 計

売上高    

外部顧客への 

売上高 
 45,975,492  999,828  80,754  47,056,076  426,962  47,483,038 －  47,483,038

セグメント間の

内部売上高 
又は振替高 

 1,600  69,605  2,394  73,600  54,034  127,635  △127,635 － 

計  45,977,093  1,069,434  83,149  47,129,676  480,996  47,610,673  △127,635  47,483,038

セグメント利益 

又は損失（△)  
 1,345,861  186,169  △14,960  1,517,070  3,366  1,520,436  △304,804  1,215,632

△304,804 3,975

△308,780
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