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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成24年12月21日～平成25年6月20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）

営業収益 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12月期第2四半期 2,298 △1.8 327 △24.7 357 △22.9 214 △20.8
24年12月期第2四半期 2,341 6.1 434 10.1 463 11.1 270 16.3

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 210百万円 （△20.9％） 24年12月期第2四半期 266百万円 （24.3％）

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12月期第2四半期 29.09 29.06
24年12月期第2四半期 37.44 37.26

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 8,031 6,632 82.6
24年12月期 7,869 6,433 81.8
（参考） 自己資本 25年12月期第2四半期 6,632百万円 24年12月期 6,433百万円

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

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12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年12月期 ― 7.20
25年12月期（予想） ― 6.30 13.50

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成24年12月21日～平成25年12月20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 ： 有

営業収益 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 4,882 3.3 622 △34.9 682 △32.1 405 △29.9 55.01



(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 ： 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※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、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）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

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12月期2Q 7,398,000 株 24年12月期 7,398,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 22,945 株 24年12月期 93,745 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 7,358,031 株 24年12月期2Q 7,222,366 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代後の経済政策や金融政策に対する期待感

から円安、株価上昇が続くなど回復基調で推移しましたが、長引く欧州経済の低迷や新興国経済の減速

の影響もあり、５月後半には為替相場、株価ともに乱高下を繰り返す不安定な状況に陥るなど、その先

行きは不透明な状況にあります。 

 このような中、当社グループは当連結会計年度を将来の飛躍のための準備期間と定め、当第２四半期

連結累計期間には全事業部門において新規事業の開発及び新規エリアへの進出を見据えた調査、企画立

案等に重点を置いた取り組みを行いました。この結果、営業収益は22億９千８百万円（前年同期比

1.8％減）となり、営業利益は３億２千７百万円（前年同期比24.7％減）、経常利益は３億５千７百万

円（前年同期比22.9％減）、四半期純利益は２億１千４百万円（前年同期比20.8％減）となりました。

 なお、当社グループにおける報告セグメントは情報関連事業のみであり、開示情報としての重要性が

乏しいため、セグメント情報の記載は省略しております。 

  

当第２四半期連結会計期間の総資産は前連結会計年度から１億６千２百万円増加し、80億３千１百万

円となりました。流動資産は前連結会計年度から１億３千５百万円増加し、51億３千万円となりまし

た。この主な要因は、現金及び預金の増加１億７千４百万円及び受取手形及び売掛金の減少３千４百万

円等によるものであります。固定資産は前連結会計年度から２千６百万円増加し、29億１百万円となり

ました。これは主に、土地取得による増加６千６百万円及び機械装置及び運搬具の減価償却による減少

３千２百万円等によるものであります。 

 負債総額は前連結会計年度から３千６百万円減少し、13億９千８百万円となりました。流動負債は前

連結会計年度から３千６百万円減少し、10億８千２百万円となりました。これは主に、未払金の減少８

千４百万円、未払法人税等の減少７千６百万円及び賞与引当金の増加１億４百万円等によるものであり

ます。固定負債は３億１千６百万円と前連結会計年度とほぼ同額になりました。 

 純資産は前連結会計年度から１億９千９百万円増加し66億３千２百万円となり、この結果、自己資本

比率は82.6%となりました。  

  

平成25年１月18日の「平成24年12月期 決算短信」で公表した平成25年12月期の連結業績予想を修正

しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を

ご参考ください。  

  

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
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該当事項はありません。  

  

税金費用の計算  

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。  

  

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12月21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、これによる当第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。  

  

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

3
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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12月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,415,579 4,590,353

受取手形及び売掛金 522,735 487,816

製品 4,831 5,152

仕掛品 455 3,377

原材料及び貯蔵品 9,381 11,656

その他 46,489 36,212

貸倒引当金 △4,488 △4,165

流動資産合計 4,994,984 5,130,403

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 704,353 700,234

機械装置及び運搬具（純額） 298,649 266,577

土地 1,534,820 1,600,852

その他（純額） 27,856 32,539

有形固定資産合計 2,565,678 2,600,203

無形固定資産   

その他 33,347 25,195

無形固定資産合計 33,347 25,195

投資その他の資産   

その他（純額） 275,446 276,871

貸倒引当金 △403 △1,218

投資その他の資産合計 275,043 275,652

固定資産合計 2,874,069 2,901,051

資産合計 7,869,054 8,031,454

負債の部   

流動負債   

買掛金 104,101 99,145

未払金 407,545 323,294

未払法人税等 225,570 148,614

前受金 332,704 344,536

賞与引当金 1,611 105,667

その他 47,749 61,392

流動負債合計 1,119,282 1,082,650

固定負債   

退職給付引当金 63,607 65,549

役員退職慰労引当金 210,101 210,101

資産除去債務 38,048 37,925

その他 4,438 2,514

固定負債合計 316,195 316,091

負債合計 1,435,478 1,398,741
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年12月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,010,036 1,010,036

資本剰余金 983,660 983,705

利益剰余金 4,434,869 4,612,419

自己株式 △32,751 △8,016

株主資本合計 6,395,814 6,598,144

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 37,761 34,569

その他の包括利益累計額合計 37,761 34,569

純資産合計 6,433,576 6,632,713

負債純資産合計 7,869,054 8,031,454
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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12月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月21日 
 至 平成25年６月20日) 

営業収益 2,341,714 2,298,622

営業原価 1,645,400 1,706,219

営業総利益 696,314 592,403

販売費及び一般管理費 261,730 265,360

営業利益 434,583 327,042

営業外収益   

受取利息 2,050 2,333

受取配当金 1,020 900

前受金期間経過収入 17,519 23,611

その他 11,040 9,323

営業外収益合計 31,630 36,168

営業外費用   

不動産賃貸費用 1,864 2,107

固定資産除却損 31 2,936

その他 671 798

営業外費用合計 2,567 5,842

経常利益 463,646 357,367

特別利益   

補助金収入 2,991 －

特別利益合計 2,991 －

税金等調整前四半期純利益 466,638 357,367

法人税等 196,260 143,296

少数株主損益調整前四半期純利益 270,378 214,071

四半期純利益 270,378 214,071
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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12月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月21日 
 至 平成25年６月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 270,378 214,071

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,859 △3,192

その他の包括利益合計 △3,859 △3,192

四半期包括利益 266,518 210,878

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 266,518 210,878

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）継続企業の前提に関する注記

（４）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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