
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

 

   

 

   

 

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 561 5.1 △18 ― 2 ― △1 ―
25年３月期第１四半期 533 41.4 △6 ― △11 ― △13 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 9百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △9百万円( ―％)

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１四半期 △0.25 ―
25年３月期第１四半期 △3.14 ―

（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１四半期 4,254 1,305 30.6
25年３月期 4,350 1,295 29.7

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 1,303百万円 25年３月期 1,293百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(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

第２四半期(累計) 1,400 9.4 10 ― △15 ― 40 ― 9.19
通期 2,800 △2.8 90 12.7 40 △51.5 90 48.7 20.67

(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)

（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１Ｑ 4,495,000株 25年３月期 4,495,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 141,718株 25年３月期 141,718株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 4,353,282株 25年３月期１Ｑ 4,353,282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あります。

※ 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、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P2)「連結業
績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、デフレ脱却に向けた政府の経済政策や金融緩和策

などを背景として、円高の是正進行から株価が回復し、景況感に明るい兆しが見られました。しかしな

がら、欧州の景気後退や中国における経済成長の減速感が強まってきており、また、国内経済において

も、物価の上昇や消費増税の動向による個人消費に与える影響が懸念される等、依然として先行きの不

透明な状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループにおきましては、お客様第一主義に徹し、積極的な営業活動を

展開した結果、売上高は5億6千1百万円(前年同期比5.1％増)となりました。利益面につきましては、生

産コストの削減、製造、管理部門における経費削減、業務の効率化等を行いましたが、受注がまだまだ

低調であったこと等により、営業損失1千8百万円(前年同期は営業損失6百万円)となりましたが、営業

外収益において円安の進行による為替差益の計上があり、経常利益2百万円(前年同期は経常損失1千1百

万円)、四半期純損失1百万円(前年同期は四半期純損失1千3百万円)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は42億5千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して

9千5百万円の減少となりました。 

 資産の部では、流動資産は22億7千6百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億2千6百万円の減

少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金等の減少が仕掛品等の増加を上回ったことによるも

のです。 

 固定資産は、19億7千8百万円となり、前連結会計年度末と比較して3千1百万円の増加となりました。

これは主に、有形固定資産等の増加によるものです。 

 負債の部では、流動負債は22億4千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して5千1百万円の減少と

なりました。これは主に、短期借入金、賞与引当金等の減少が買掛金の増加を上回ったことによるもの

です。 

固定負債は、7億4百万円となり、前連結会計年度末と比較して5千4百万円の減少となりました。これは

主に、長期借入金、退職給付引当金の減少によるものです。 

 純資産の部では、純資産合計は13億5百万円となり、前連結会計年度末と比較して1千万円の増加とな

りました。これは主に、為替換算調整勘定の増加によるものです。 

自己資本比率は、前連結会計年度末の29.7％から30.6％となりました。 

  

平成26年3月期の業績予想につきましては、平成25年5月10日に公表いたしました数値から変更はあり

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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 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。  

  

  

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 1,100,658 1,087,296

受取手形及び売掛金 892,113 620,606

製品 58,231 63,736

仕掛品 235,404 388,770

原材料及び貯蔵品 82,047 86,274

その他 35,274 30,252

流動資産合計 2,403,729 2,276,937

固定資産   

有形固定資産   

土地 786,595 786,595

その他（純額） 502,238 528,786

有形固定資産合計 1,288,834 1,315,381

無形固定資産 15,819 16,268

投資その他の資産   

その他 665,586 670,140

貸倒引当金 △23,913 △23,780

投資その他の資産合計 641,673 646,360

固定資産合計 1,946,327 1,978,010

資産合計 4,350,056 4,254,947

負債の部   

流動負債   

買掛金 116,421 168,289

短期借入金 1,997,665 1,898,350

未払法人税等 4,991 3,707

賞与引当金 42,565 14,324

受注損失引当金 16,293 －

その他 117,754 159,858

流動負債合計 2,295,692 2,244,530

固定負債   

長期借入金 408,916 361,228

退職給付引当金 281,430 274,822

その他 68,427 68,474

固定負債合計 758,774 704,524

負債合計 3,054,467 2,949,055
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 958,400 958,400

資本剰余金 828,006 828,006

利益剰余金 △324,348 △325,420

自己株式 △85,038 △85,038

株主資本合計 1,377,019 1,375,947

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 35,900 35,022

為替換算調整勘定 △119,464 △107,698

その他の包括利益累計額合計 △83,564 △72,676

新株予約権 2,134 2,621

純資産合計 1,295,589 1,305,892

負債純資産合計 4,350,056 4,254,947
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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 533,905 561,210

売上原価 418,647 453,120

売上総利益 115,258 108,089

販売費及び一般管理費   

役員報酬 25,217 28,336

給料及び手当 32,066 34,373

賞与引当金繰入額 3,123 3,265

退職給付費用 725 1,614

貸倒引当金繰入額 3,881 －

その他 56,976 58,694

販売費及び一般管理費合計 121,990 126,283

営業損失（△） △6,732 △18,194

営業外収益   

受取利息 837 1,186

受取配当金 1,335 988

為替差益 3,233 27,032

その他 1,897 1,581

営業外収益合計 7,305 30,789

営業外費用   

支払利息 9,667 8,913

その他 2,302 848

営業外費用合計 11,970 9,762

経常利益又は経常損失（△） △11,397 2,832

特別損失   

固定資産除却損 － 24

特別損失合計 － 24

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△11,397 2,807

法人税、住民税及び事業税 1,586 3,227

法人税等調整額 692 652

法人税等合計 2,278 3,879

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,676 △1,071

四半期純損失（△） △13,676 △1,071
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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損失（△） △13,676 △1,071

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,348 △877

為替換算調整勘定 16,461 11,765

その他の包括利益合計 4,113 10,888

四半期包括利益 △9,562 9,816

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,562 9,816

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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