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（百万円未満四捨五入） 

1．平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
(1) 連結経営成績                                                                     （％表示は対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 税引前当期純利益 
当社株主に帰属する 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年3月期 106,248 9.2 7,753 22.0 7,757 29.8 5,301 45.6 

24年3月期 97,315 18.1 6,353 53.4 5,976 55.9 3,641 13.7 

（注1）当社株主に帰属する包括利益     25年3月期    5,588百万円 （50.9％）          24年3月期    3,703百万円（25.5％） 

（注2）税引前当期純利益は、連結損益計算書における法人税等及び持分法による投資損益調整前当期純利益を表示しております。 

 
基本的1株当たり 

当社株主に帰属する 
当期純利益 

希薄化後1株当たり 
当社株主に帰属する 

当期純利益 

株主資本当社 
株主に帰属する 
当期純利益率 

総資産税引前 
当期純利益率 

営業収益 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

25年3月期 130.76 130.65 15.1 10.0 7.3 

24年3月期 89.82 89.78 11.7 8.2 6.5 

（参考） 持分法投資損益     25年3月期    168百万円          24年3月期    124百万円 

（注）当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行いました。そのため、基本的及び希薄化後１株当たり当社株主に帰属する当

期純利益について、当該株式分割が前連結会計年度期首に行われたと仮定して、算出しております。 
 

(2) 連結財政状態 

 総資産 資本合計（純資産） 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本 

 百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年3月期 82,111 37,634 37,607 45.8 927.72 

24年3月期 73,493 32,696 32,688 44.5 806.38 

（注1）株主資本、株主資本比率及び1株当たり株主資本は、それぞれ連結貸借対照表における当社株主に帰属する資本、当社株主に帰属する資本比率及び

1株当たり当社株主に帰属する資本を表示しております。 

（注2）当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行いました。そのため、1株当たり株主資本について、当該株式分割が前連結会

計年度期首に行われたと仮定して、算出しております。 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

25年3月期 9,753 △5,946 △4,996 12,259 

24年3月期 11,659 △5,954 △5,464 13,537 

 

2．配当の状況 

 年間配当金 配当金総額 
（合計） 

配当性向 
（連結） 

株主資本配 
当率（連結）  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  百万円  ％  ％  

24年3月期 ― 1,500.00 ― 1,750.00 3,250.00 659 18.1 2.1 

25年3月期 ― 1,750.00 ― 10.00 1,760.00 760 14.3 2.2 

26年3月期（予想） ― 11.00 ― 11.00 22.00  14.9  

（注）平成24年10月１日を効力発生日として、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施しております。 
 
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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 営業収益 営業利益 
税引前 

当期純利益 
当社株主に帰属する

当期純利益 

1株当たり当社 
株主に帰属する 
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） 54,500 6.6 3,400 4.2 3,200 0.8 2,000 △0.3 49.34 

通期 117,000 10.1 9,400 21.2 9,000 16.0 6,000 13.2 148.01 

 



 
 
 

   

※ 注記事項 

(1) 期中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・無 

 

(2) 会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有・無 

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 

（注）詳細は、本書17頁「４．連結財務諸表（６）連結財務諸表に関する注記事項 （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」をご 

覧下さい。 

 
(3) 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） 25年3月期 41,295,600株 24年3月期 41,295,600株 

② 期末自己株式数 25年3月期 758,800株 24年3月期 758,800株 

③ 期中平均株式数 25年3月期 40,536,800株 24年3月期 40,536,800株 

(注)当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。そのため、上記の期末発行済株式数、期末自己株

式数及び期中平均株式数につきましては、当該株式分割が前連結会計年度期首に行われたと仮定して、算出しております。 

 

 

（参考）個別業績の概要 

 
1．平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
(1) 個別経営成績                                                                         （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年3月期 74,138 13.4 5,023 34.8 6,498 65.3 4,492 96.4 

24年3月期 65,372 8.9 3,728 17.5 3,932 33.9 2,287 △22.7 
 

 
1株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭 

25年3月期 110.81 110.71 

24年3月期 56.41 56.38 

（注）当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行いました。そのため、１株当たり当期純利益につきましては、当該株式

分割が前事業年度期首に行われたと仮定して、算出しております。 

 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年3月期 71,229 34,498 48.4 849.38 

24年3月期 64,555 30,270 46.9 746.06 

（参考） 自己資本     25年3月期    34,431百万円          24年3月期    30,243百万円 

（注）当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行いました。そのため、１株当たり純資産につきましては、当該株式分割

が前事業年度期首に行われたと仮定して、算出しております。 

 

 
 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施

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 

業績予想は、本資料の発表日現在において当社グループの入手可能な情報に基づき、一定の前提（仮定）を用いて作成したものであり、リスクや不確実

性を含んでいます。また、今後の当社グループの事業を取り巻く経営環境の変化、市場の動向、その他様々な要因により、実際の業績が現状の見通し数

値と大きく変わる可能性があります。業績予想につきましては、本書６頁「1．経営成績・財政状態に関する分析 (1) 連結経営成績に関する分析 ③次期の

見通し」をご覧下さい。 

決算説明会プレゼンテーション資料は、TDnetにて平成25年５月15日（水）に開示し、併せて当社ホームページへも掲載する予定です。 

 

 

（株式分割について） 

当社は、平成24年10月１日付けで、普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。当該株式分割の影響を考慮して、当該株式分割が

前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の配当の状況につきましては、以下のとおりとなります。 

 

基準日：平成24年３月期  第２四半期末 7円50銭  期末 8円75銭  年間 16円25銭 

基準日：平成25年３月期  第２四半期末 8円75銭  期末 10円00銭  年間 18円75銭 
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