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1.  平成25年8月期第2四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成25年2月28日）

(2) 連結財政状態

(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 ％

25年8月期第2四半期 4,428 4.0 278 38.9 348 69.2 208 83.7
24年8月期第2四半期 4,257 11.3 200 54.7 205 128.3 113 61.0

（注）包括利益 25年8月期第2四半期 278百万円 （93.9％） 24年8月期第2四半期 143百万円 （111.6％）

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

25年8月期第2四半期 66.22 65.00
24年8月期第2四半期 36.28 35.50

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年8月期第2四半期 4,363 2,375 54.5
24年8月期 4,270 2,144 50.2
（参考） 自己資本   25年8月期第2四半期  2,375百万円 24年8月期  2,144百万円

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  ：  有
平成25年４月12日開催の取締役会において、平成25年４月30日を基準日、平成25年５月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合をもって株式分
割することを決議しております。これにより、平成25年８月期（予想）の期末配当金については、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。

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

24年8月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
25年8月期 ― 0.00
25年8月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無
平成25年４月12日開催の取締役会において、平成25年４月30日を基準日、平成25年５月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合をもって株式分
割することを決議しております。これにより、平成25年８月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮して記載してお
ります。

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

通期 10,022 9.1 695 21.1 702 16.1 423 31.7 67.01

 



(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）  ：  無

(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

（注）詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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
１． 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） ４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
２． 当社は、平成25年４月12日開催の取締役会において、平成25年４月30日を基準日、平成25年５月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合を
もって株式分割することを決議しております。詳細については、四半期決算短信（添付資料）11ページ「３．四半期連結財務諸表 （6）重要な後発事象」をご覧くだ
さい。
３． 当社は、平成25年４月19日に機関投資家・アナリスト向けの決算説明会を開催する予定であり、当日使用する決算説明会資料については、開催後速やか
に当社ホームページに掲載する予定であります。

※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期2Q 3,175,800 株 24年8月期 3,150,200 株

② 期末自己株式数 25年8月期2Q 235 株 24年8月期 205 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期2Q 3,151,642 株 24年8月期2Q 3,131,431 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の発足による大胆な金融緩和の実施や

景気対策等により、平成24年12月以降急速に円安が進行し、今後の景気回復に期待感が高まる一

方、雇用・所得状況は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境の下、当社グループは強みである移動型ファブレスにより実現した高い柔軟性と

機動性を活かし、顧客ニーズや市場環境の変化に対応し、機能性やデザイン性に優れた製品の提供

を積極的に進めてまいりました。 

販売面では、業界ごとに営業戦略を策定、既存顧客へ向けた製品企画から物流経路までグループ

シナジーのある活動を展開し、加えて、機能性とデザイン性の高いモバイル関連製品、日常雑貨製

品のラインナップの拡大を図るなど、顧客ニーズや市場環境の変化に沿った営業を展開いたしまし

た。 

生産面では、アジア諸国への生産地移動による製造原価の抑制施策を継続し、主力製品であるエ

コバック等の縫製製品生産地であるバングラデシュ・パキスタン・インドにおける生産拡大を推進

いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は44億28百万円（前年同期比１億71百万

円、4.0％の増加）、営業利益は２億78百万円（前年同期比78百万円、38.9％の増加）、経常利益

は３億48百万円（前年同期比１億42百万円、69.2％の増加）、四半期純利益は２億８百万円（前年

同期比95百万円、83.7％の増加）となりました。 

 

なお、当第２四半期連結累計期間における販売経路別及び製品分類別の販売実績は、以下のとお

りであります。 

 

＜販売経路別販売実績＞ 

販売経路 

売上高 増減 

前第２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

増減額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

エンドユーザーへの直接販売 2,090 2,299 209 10.0 

卸売業者への販売 2,118 2,070 △48 △ 2.3 

その他 47 58 10 22.1 

合計 4,257 4,428 171 4.0 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他は、設計・デザインの受託業務、印刷業務等、雑貨製品の販売に該当しないものになります。 
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＜製品分類別販売実績＞ 

製品分類 

売上高 増減 

前第２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

増減額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

一般雑貨製品 2,588 2,685 96 3.7 

エコ雑貨製品 1,493 1,586 93 6.3 

ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品 127 98 △29 △23.0  

その他 47 58 10 22.1 

合計 4,257 4,428 171 4.0 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他は、設計・デザインの受託業務、印刷業務等、雑貨製品の販売に該当しないものになります。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ95百万円増加し、

38億74百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加１億90百万円、製品の増加

87百万円、現金及び預金の減少２億６百万円によるものであります。 

 

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円減少し、

４億88百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の増加２百万円、無形固定資産の減少６

百万円によるものであります。 

 

（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ92百万円減少し、

11億70百万円となりました。主な要因は、未払法人税等の減少31百万円、買掛金の減少27百万

円、賞与引当金の減少４百万円によるものであります。  

 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ46百万円減少し、

８億16百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減少21百万円、社債の減少20百万円によ

るものであります。 

 

（純資産） 

 当第２四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２億31百万円増加

し、23億75百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加１億52百万円、為替換算調整勘

定の増加36百万円、繰延ヘッジ損益の増加33百万円によるものであります。 
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 ② キャッシュ・フローの状況の分析 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同期に比べて２百万円減少

し、６億98百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、当第２四半期連結累計期間に使用した資金は２億21百万円（前年同期に使用

した資金は11百万円）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益３億50百万円、売

上債権の増加額１億89百万円、法人税等の支払額１億75百万円、たな卸資産の増加額71百万円に

よるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、当第２四半期連結累計期間に得られた資金は54百万円（前年同期に使用した

資金は33百万円）となりました。主な要因は、匿名組合出資金の払戻による収入73百万円による

ものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、当第２四半期連結累計期間に使用した資金は55百万円（前年同期に得られた

資金は２億77百万円）となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出88百万円、配当

金の支払額56百万円、社債の償還による支出20百万円、長期借入れによる収入１億円によるもの

であります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年８月期通期連結業績予想に関する事項につきましては、平成24年10月12日に公表いたし

ました数値から変更はありません。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において

入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と

異なる可能性があります。 

 

 

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 

該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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24年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 905,068 698,852

受取手形及び売掛金 1,130,131 1,321,010

製品 1,430,034 1,517,073

その他 319,505 342,607

貸倒引当金 △5,343 △4,836

流動資産合計 3,779,398 3,874,706

固定資産

有形固定資産 95,740 98,578

無形固定資産

その他 103,869 97,308

無形固定資産合計 103,869 97,308

投資その他の資産

その他 292,690 292,808

貸倒引当金 △988 △271

投資その他の資産合計 291,702 292,537

固定資産合計 491,312 488,424

資産合計 4,270,711 4,363,130

負債の部

流動負債

買掛金 562,775 534,953

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 177,464 210,664

未払法人税等 175,466 144,171

賞与引当金 58,165 54,021

株主優待引当金 3,937 3,236

その他 245,526 183,638

流動負債合計 1,263,335 1,170,685

固定負債

社債 140,000 120,000

長期借入金 499,206 477,274

退職給付引当金 154,963 166,540

資産除去債務 30,507 30,733

その他 38,233 21,998

固定負債合計 862,910 816,546

負債合計 2,126,246 1,987,231
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 295,438 300,238

資本剰余金 521,650 526,450

利益剰余金 1,357,297 1,509,300

自己株式 △110 △136

株主資本合計 2,174,276 2,335,852

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 △3,197 29,978

為替換算調整勘定 △26,613 10,068

その他の包括利益累計額合計 △29,811 40,046

純資産合計 2,144,464 2,375,899

負債純資産合計 4,270,711 4,363,130
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

売上高 4,257,240 4,428,451

売上原価 2,848,181 2,936,586

売上総利益 1,409,058 1,491,864

販売費及び一般管理費

給料及び手当 454,997 455,799

賞与引当金繰入額 48,202 46,404

退職給付費用 10,015 12,750

貸倒引当金繰入額 373 △510

株主優待引当金繰入額 2,322 2,331

その他 692,370 696,211

販売費及び一般管理費合計 1,208,283 1,212,987

営業利益 200,775 278,877

営業外収益

受取利息 80 131

為替差益 － 9,437

デリバティブ評価益 30,521 －

匿名組合投資利益 8,150 64,849

その他 156 842

営業外収益合計 38,908 75,261

営業外費用

支払利息 3,648 3,578

為替差損 27,005 －

コミットメントフィー 1,253 1,246

その他 1,810 847

営業外費用合計 33,718 5,673

経常利益 205,964 348,465

特別利益

固定資産売却益 － 1,930

特別利益合計 － 1,930

特別損失

固定資産除却損 126 17

特別損失合計 126 17

税金等調整前四半期純利益 205,838 350,378

法人税、住民税及び事業税 93,653 143,345

法人税等調整額 △1,420 △1,669

法人税等合計 92,233 141,675

少数株主損益調整前四半期純利益 113,605 208,702

四半期純利益 113,605 208,702
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 113,605 208,702

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 18,202 33,176

為替換算調整勘定 11,845 36,681

その他の包括利益合計 30,047 69,858

四半期包括利益 143,652 278,561

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 143,652 278,561

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 205,838 350,378

減価償却費 21,907 24,334

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,490 △1,223

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,549 △4,161

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,743 11,576

株主優待引当金の増減額(△は減少) 622 △701

デリバティブ評価損益（△は益） △30,521 －

受取利息及び受取配当金 △80 △131

支払利息 3,648 3,578

固定資産除売却損益（△は益） 126 △1,912

売上債権の増減額（△は増加） 62,357 △189,281

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,419 △71,314

仕入債務の増減額（△は減少） 28,292 △34,371

前渡金の増減額（△は増加） △13,862 8,718

その他 △34,249 △138,660

小計 234,363 △43,172

利息及び配当金の受取額 80 131

利息の支払額 △3,599 △3,742

法人税等の還付額 28 93

法人税等の支払額 △242,839 △175,018

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,966 △221,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △9,615 △22,434

無形固定資産の取得による支出 △22,759 －

匿名組合出資金の払戻による収入 － 73,295

敷金及び保証金の差入による支出 △2,624 △1,469

敷金及び保証金の回収による収入 994 2,128

その他 142 3,042

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,862 54,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △100,000 －

長期借入れによる収入 500,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △38,332 △88,732

社債の償還による支出 △40,000 △20,000

株式の発行による収入 － 9,600

ストックオプションの行使による収入 2,400 －

自己株式の取得による支出 △51 △26

配当金の支払額 △46,649 △56,388

財務活動によるキャッシュ・フロー 277,366 △55,547

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,153 16,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 236,691 △206,216

現金及び現金同等物の期首残高 464,828 905,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 701,519 698,852
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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(6) 重要な後発事象 

（株式分割） 

 当社は、平成25年４月12日開催の臨時取締役会において、株式の分割に関し、以下のとおり決議して

おります。 

１．株式分割の目的  

 当社株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることを目的としております。  

２．株式分割の概要  

 ① 分割の方法  

 平成25年４月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する普通株式１株につき２株の

割合をもって分割いたします。  

 ② 分割により増加する株式数  

 平成25年３月31日時点の発行済株式総数を基準にして計算すると、以下のとおりとなります。 

  株式分割前の当社発行済株式総数       3,179,000 株  

  今回の分割により増加する株式数       3,179,000 株  

  株式分割後の当社発行済株式総数       6,358,000 株  

  株式分割後の発行可能株式総数       20,000,000 株  

 なお、上記株式数は新株予約権の行使によって変動の可能性があります。 

 ③ 日程  

  取締役会決議日              平成25年４月12日（金曜日） 

  基準日設定公告日（電子公告掲載開始日）  平成25年４月13日（土曜日） 

  基準日                  平成25年４月30日（火曜日） 

  効力発生日                平成25年５月１日（水曜日） 

 ④ 新株予約権の行使価額の調整 

 今回の株式分割に伴い、平成25年５月１日以降、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使価額を

以下のとおり調整いたします。 

 調整前行使価額 調整後行使価額 

平成22年２月22日開催の臨時取
締役会決議に基づく新株予約権 

375円 188円 

 ⑤ １株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報及び当

期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおり

となります。 

項目 
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

１株当たり四半期純利益金額 18円14銭 33円11銭 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

17円75銭 32円50銭 

 

 

株式会社トランザクション（７８１８）平成２５年８月期　第２四半期決算短信

11


	平成25年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
	P5010000_【短】定性的情報
	１．当四半期決算に関する定性的情報
	(1)　連結経営成績に関する定性的情報
	(2)　連結財政状態に関する定性的情報
	(3)　連結業績予想に関する定性的情報

	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


	2013年8月期　短信ＸＢＲL（第2四半期）
	P5050A00_【短】連結財務諸表注記
	(4)　継続企業の前提に関する注記
	(5)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
	(6)　重要な後発事象




