
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

      

 
         

 
        

  
(％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 3,382 △9.3 63 △67.4 63 △65.2 66 ―
25年３月期第１四半期 3,730 8.3 193 11.2 182 11.3 △20 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 239百万円( 43.4％) 25年３月期第１四半期 167百万円(△17.7％)

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 9.40 ―
25年３月期第１四半期 △2.91 ―

（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 14,472 6,018 40.7
25年３月期 14,570 5,832 39.3

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 5,884百万円 25年３月期 5,724百万円

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 ― 7.50 7.50
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 7.50 7.50

(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) 7,250 △3.2 240 △51.8 200 △57.7 205 22.1 28.94
通期 14,900 △1.1 590 △16.6 505 △26.1 410 112.5 57.87

(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)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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 7,210,000株 25年３月期 7,210,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 125,307株 25年３月期 125,062株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 7,084,828株 25年３月期１Ｑ 7,087,875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、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２ページ「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。
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世界経済は一部持ち直しの動きもあるものの、全体としては減速感が広がり、弱い回復となっており

ます。先進国におきましては、欧州の債務問題、米国の財政問題、高水準の失業率等、先行きに対する

リスクが存在しております。一方、新興国の経済成長率も高水準ではありますが、その拡大テンポは鈍

化しております。 

わが国経済は、世界経済の減速や領土を巡る近隣諸国との緊張の長期化等により、前年度は景気が後

退いたしましたが、年明け以降は円安・株高が進み、輸出や生産に持ち直しの動きがみられ、企業の業

況判断も改善しつつあります。また、設備投資の動向を知るうえで先行指標の一つである機械受注統計

の推移を見ても、製造業の機械受注額は２月が前月比4.9％増、３月が前月比13.3％増となった後、４

月は前月比7.3％減、５月が前月比3.8％増と、おおむね横ばいとなっております。 

このような環境下、当社グループは、プラスチック成形関連のコアビジネスにおきまして、品質の向

上、納期の確守、新製品の開発等、競争力強化によるマーケットシェアの拡大を図るとともに、電池、

食品、化粧品等の新規販売分野の開拓・拡大に注力してまいりました。 

この結果、中国、東南アジアの需要は総じて堅調に推移したものの、前年度のタイの洪水被害の復興

需要という特殊要因が無くなったこと、日本における前年度後半の設備投資案件減少に伴う期末の受注

残高減少が当第１四半期の売上高に影響したこと等により、売上高は前年同期比３億４千７百万円減

(同9.3％減)の33億８千２百万円となりました。 

損益面では、材料費を中心とした原価低減に努めたものの、中国における人件費等諸経費の増加、前

年度第２四半期からの新規連結子会社分の販売費及び一般管理費の増加等により、営業利益は前年同期

比１億３千万円減(同67.4％減)の６千３百万円、経常利益は前年同期比１億１千９百万円減(同65.2％

減)の６千３百万円となりました。 

特別損益では旧・大阪工場を譲渡したことによる固定資産売却益１億２百万円を特別利益に計上し、

法人税、住民税及び事業税８千４百万円を計上したこと等により、四半期純利益は６千６百万円(前年

同期は２千万円の四半期純損失)となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加しましたが、現金

及び預金が減少したこと等により２千６百万円減少し、105億７千２百万円となりました。固定資産

は、前連結会計年度末に比べて、土地、のれんが減少したこと等により７千１百万円減少し、39億円と

なりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて９千８百万円減少し、144億７千２百万

円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、支払手形及び買掛金が増加しましたが、短期借入金、未払

法人税等が減少したこと等により３億３百万円減少し、50億８千２百万円となりました。固定負債は、

前連結会計年度末に比べて、役員退職慰労引当金が減少しましたが、長期借入金が増加したこと等によ

り１千８百万円増加し、33億７千１百万円となりました。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に

比べて２億８千４百万円減少し、84億５千３百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、利益剰余金、為替換算調整勘定、少数株主持分が増加し

たこと等により１億８千６百万円増加し、60億１千８百万円となりました。 

  

世界経済は新興国を中心に減速しているものの、弱い回復が続いております。わが国経済も、輸出や

生産が持ち直してきており、企業収益や設備投資にも改善の動きが見られます。 

当社グループにおきましても、第２四半期以降は設備投資の回復による受注額の増加を見込んでお

り、コアビジネスにおける更なる競争力強化、グループ内での連携強化、新規販売分野の開拓・拡大の

スピードアップ等、重点施策を着実に実行し年度計画の達成に注力してまいります。現時点におきまし

ては、平成25年５月14日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

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 3,772,388 3,583,033

受取手形及び売掛金 4,660,039 4,686,361

商品及び製品 583,228 526,822

仕掛品 388,614 610,377

原材料及び貯蔵品 854,008 838,126

その他 390,716 382,756

貸倒引当金 △50,095 △55,313

流動資産合計 10,598,901 10,572,164

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,322,399 1,236,683

その他（純額） 1,594,058 1,582,683

有形固定資産合計 2,916,457 2,819,366

無形固定資産   

のれん 135,342 127,380

その他 321,411 356,318

無形固定資産合計 456,753 483,699

投資その他の資産   

その他 615,491 613,961

貸倒引当金 △16,634 △16,727

投資その他の資産合計 598,856 597,234

固定資産合計 3,972,067 3,900,299

資産合計 14,570,969 14,472,464

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,709,590 1,723,484

短期借入金 1,740,878 1,438,663

1年内償還予定の社債 692,800 692,800

未払法人税等 117,991 104,091

製品保証引当金 136,773 132,532

役員賞与引当金 32,902 －

その他 954,375 990,723

流動負債合計 5,385,311 5,082,295

固定負債   

社債 640,000 640,000

長期借入金 1,841,093 1,868,129

退職給付引当金 463,860 482,980

役員退職慰労引当金 245,728 185,244

負ののれん 3,741 3,206

その他 158,975 191,874

固定負債合計 3,353,399 3,371,435

負債合計 8,738,711 8,453,730
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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 977,142 977,142

資本剰余金 1,069,391 1,069,391

利益剰余金 3,678,912 3,692,345

自己株式 △42,455 △42,538

株主資本合計 5,682,991 5,696,340

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,598 54,654

為替換算調整勘定 △10,749 133,975

その他の包括利益累計額合計 41,848 188,629

少数株主持分 107,417 133,764

純資産合計 5,832,257 6,018,734

負債純資産合計 14,570,969 14,472,464
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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) 

売上高 3,730,270 3,382,885

売上原価 2,722,283 2,303,117

売上総利益 1,007,986 1,079,768

販売費及び一般管理費 814,595 1,016,640

営業利益 193,391 63,128

営業外収益   

受取利息 3,406 1,448

受取配当金 3,215 3,175

為替差益 6,503 10,781

負ののれん償却額 534 534

その他 2,483 9,632

営業外収益合計 16,143 25,572

営業外費用   

支払利息 19,717 21,658

その他 7,028 3,483

営業外費用合計 26,745 25,141

経常利益 182,788 63,558

特別利益   

固定資産売却益 － 102,916

投資有価証券売却益 2,102 －

特別利益合計 2,102 102,916

特別損失   

固定資産除売却損 17,347 185

為替換算調整勘定取崩額 53,669 －

特別損失合計 71,016 185

税金等調整前四半期純利益 113,874 166,289

法人税、住民税及び事業税 84,950 84,457

法人税等調整額 10,758 3,390

法人税等合計 95,708 87,848

少数株主損益調整前四半期純利益 18,166 78,441

少数株主利益 38,784 11,871

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,618 66,569

少数株主利益 38,784 11,871

少数株主損益調整前四半期純利益 18,166 78,441

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,943 2,055

為替換算調整勘定 159,973 159,199

その他の包括利益合計 149,030 161,255

四半期包括利益 167,196 239,696

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 124,106 213,350

少数株主に係る四半期包括利益 43,089 26,346
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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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