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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

26年3月期第1四半期 3,732 △37.4 67 △85.7 117 △77.0 75 △76.0
25年3月期第1四半期 5,958 16.4 468 47.3 510 45.3 314 54.5

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 15.85 ―
25年3月期第1四半期 66.16 ―

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 18,038 13,548 75.1
25年3月期 18,531 13,697 73.9
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,548百万円 25年3月期  13,697百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 50.00 50.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 50.00 50.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 8,000 △24.0 270 △59.5 300 △58.7 190 △57.1 40.00
通期 18,500 1.9 950 4.0 1,000 △0.4 600 2.5 126.32



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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 5,300,000 株 25年3月期 5,300,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 550,176 株 25年3月期 550,176 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 4,749,824 株 25年3月期1Q 4,749,824 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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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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当第１四半期累計期間における世界経済は、米国におきましては個人消費や住宅投資の復活を背景に

景気は回復基調となりましたが、欧州は各国の財政危機問題長期化による緊縮財政の影響で景気減速状

況が続いております。また、アジア経済は今まで牽引役を担ってきた中国を中心に経済の成長速度が鈍

化する傾向となっております。一方、わが国経済はデフレ脱却に向けた政府の緊急経済対策及び日銀に

よる大胆な金融政策等が奏効し、円安・株高に転じたことにより景気回復への期待感は高まっておりま

すが、製造業の設備投資、個人消費及び雇用状況等を本格的に回復させるまでには至らない状況で推移

いたしました。 

このような状況のもとで、当社は以前より堅調な需要が続いているスマートフォン及びタブレット端

末に関連する得意先並びに輸出中心に需要が復活してきた自動車・車載部品製造に関連する得意先にお

ける省力化のための設備投資向けに、ＦＡ機器、制御機器等を中心にした販売を推進するとともに、新

規販路開拓を積極的に行ってまいりました。 

しかし、当社の属する機械工具業界に影響の大きい半導体製造装置業界及びデジタル家電業界等にお

ける設備投資需要は、総じて前事業年度を下回る厳しい状況が続きました。 

以上の結果、売上高は37億32百万円(前年同四半期比37.4％減)、営業利益は67百万円(前年同四半期

比85.7％減)、経常利益は１億17百万円(前年同四半期比77.0％減)、四半期純利益は75百万円(前年同四

半期比76.0％減)となりました。 

  

当第１四半期会計期間末（以下、「当四半期末」という）の自己資本比率は、前事業年度末（以下、

「前期末」という）比1.2ポイント増の75.1％となりました。 

当四半期末の総資産は、前期末と比較して４億92百万円(2.7％)減の180億38百万円となりました。

  流動資産は、前期末比６億16百万円(4.4％)減の133億39百万円となりましたが、電子記録債権の増

加(３億49百万円)と現金及び預金の減少(５億17百万円)、受取手形及び売掛金の減少(４億10百万円)

が主な要因となっております。 

  固定資産は、前期末比１億23百万円(2.7％)増の46億99百万円となりましたが、ソフトウエアの増

加(99百万円)が主な要因となっております。 

当四半期末の負債合計は、前期末と比較して３億43百万円(7.1％)減の44億89百万円となりまし

た。 

  流動負債は、前期末比３億51百万円(7.6％)減の42億92百万円となりましたが、支払手形及び買掛

金の減少(２億13百万円)と未払法人税等の減少(１億44百万円)が主な要因となっております。 

  固定負債は、前期末比７百万円(4.0％)増の１億96百万円であり、特記すべき事項はありません。 

当四半期末の純資産合計は、四半期純利益の計上(75百万円)による増加や、前期決算の剰余金の配

当(２億37百万円)による減少などにより、前期末と比べ１億49百万円(1.1％)減の135億48百万円とな

りました。 

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

(資産)

(負債)

(純資産)
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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８日付の当社「平成25年３月期 決算短信

〔日本基準〕(非連結)」において発表しました業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実

際の業績は様々な要因により予想値と異なる場合があります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（２）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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,854,080 7,336,407

受取手形及び売掛金 5,793,154 5,382,725

電子記録債権 165,588 514,771

商品 38,907 58,018

その他 104,240 47,450

流動資産合計 13,955,972 13,339,373

固定資産   

有形固定資産 2,020,427 2,010,271

無形固定資産 12,371 112,107

投資その他の資産 2,542,839 2,576,951

固定資産合計 4,575,639 4,699,330

資産合計 18,531,611 18,038,704

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,266,755 4,053,027

未払法人税等 156,663 12,107

引当金 125,000 60,000

その他 95,968 167,777

流動負債合計 4,644,387 4,292,912

固定負債   

引当金 24,125 24,125

その他 165,212 172,815

固定負債合計 189,337 196,940

負債合計 4,833,725 4,489,852

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,148,000 1,148,000

資本剰余金 1,261,059 1,261,059

利益剰余金 12,192,684 12,030,482

自己株式 △1,001,721 △1,001,721

株主資本合計 13,600,022 13,437,820

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 97,864 111,031

評価・換算差額等合計 97,864 111,031

純資産合計 13,697,886 13,548,851

負債純資産合計 18,531,611 18,038,704
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第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) 

売上高 5,958,590 3,732,279

売上原価 5,030,007 3,203,216

売上総利益 928,583 529,063

販売費及び一般管理費   

配送費 16,747 15,496

役員報酬 21,186 21,186

給料及び手当 206,970 205,665

賞与引当金繰入額 60,000 60,000

法定福利費 35,762 35,925

福利厚生費 13,579 13,537

減価償却費 7,739 16,022

地代家賃 15,163 15,665

その他 83,226 78,523

販売費及び一般管理費合計 460,374 462,021

営業利益 468,208 67,041

営業外収益   

受取利息 1,022 1,227

受取配当金 12,537 35,468

仕入割引 18,630 11,525

その他 11,448 3,410

営業外収益合計 43,639 51,632

営業外費用   

売上割引 895 539

為替差損 － 480

その他 1 107

営業外費用合計 896 1,127

経常利益 510,951 117,545

税引前四半期純利益 510,951 117,545

法人税、住民税及び事業税 162,000 13,500

法人税等調整額 34,716 28,756

法人税等合計 196,716 42,256

四半期純利益 314,234 75,289
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該当事項はありません。 

  

当第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) 

該当事項はありません。 

（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）

（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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