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（１）経営成績に関する説明 

  当第１四半期累計期間における国内経済は、新政権による経済政策と日銀による金融政策への期待感から円安・

株高が進み、景気回復への動きが見られましたが、実体経済の顕著な改善は見られず、期間後半には株価が乱高下

するなど、先行きは不透明な状況で推移しました。 

  このような経済状況のもと、年度初めの営業部定例活動として、日頃は広島で見積活動・電話営業・受注手配等

に専念しております本社受注サービスセンター営業員は各担当エリアのお得意先に足を運び、現地営業員と共に定

例の対面営業と需要動向把握に努めました。また、前期、多忙であったために充分でなかった見積追跡活動につい

て本社、現地が連携のうえ、強化するよう見直し実行しました。 

  その結果、当第１四半期累計期間の売上高は８億86百万円（前年同期比5.6％増）となり、営業利益は６百万円

（前年同期は２百万円）、経常損失は１百万円（前年同期は３百万円）、四半期純損失は１百万円（前年同期は５

百万円）となりました。         

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における流動資産は16億23百万円となり、前事業年度末に比べ３億13百万円減少いた

しました。これは主に売上債権が３億52百万円減少したことによるものであります。固定資産につきましては32

億97百万円と、前事業年度末に比べ１億25百万円減少しました。これは、投資有価証券が１億30百万円償還され

たことによるものであります。この結果、総資産は49億21百万円となり、前事業年度末に比べ４億38百万円減少

いたしました。  

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債は22億48百万円となり、前事業年度末に比べ２億22百万円減少いた

しました。これは主に未払法人税等が１億53百万円、仕入債務が71百万円減少したことによるものであります。

また、固定負債は15億０百万円となり、前事業年度末に比べ１億73百万円減少いたしました。これは主に有利子

負債が１億23百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は37億49百万円となり、前事業年度末に比べ３億96百万円減少いたしました。  

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は11億72百万円となり、前事業年度末に比べ42百万円減少いたし

ました。これは主に剰余金の配当39百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は23.8%（前事業年度末は22.7%）となりました。   

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績予想につきましては、平成25年５月15日に公表しました「平成25年３月期決算短信」から変更はありませ

ん。   

   

   

（１）四半期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。    

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算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



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 199,249 223,111

受取手形及び売掛金 1,504,849 1,152,429

商品及び製品 39,659 41,385

仕掛品 34,686 40,649

原材料及び貯蔵品 87,378 90,886

その他 76,350 80,346

貸倒引当金 △4,664 △5,065

流動資産合計 1,937,509 1,623,745

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 798,438 790,057

土地 1,422,080 1,422,080

その他（純額） 320,422 330,813

有形固定資産合計 2,540,940 2,542,950

無形固定資産 19,552 21,247

投資その他の資産   

投資有価証券 195,494 63,280

投資不動産（純額） 440,872 438,223

その他 233,849 239,717

貸倒引当金 △8,026 △7,839

投資その他の資産合計 862,190 733,381

固定資産合計 3,422,683 3,297,580

資産合計 5,360,193 4,921,325



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,031,183 959,624

短期借入金 931,222 984,411

未払法人税等 156,376 2,863

賞与引当金 59,775 102,876

その他 292,853 198,684

流動負債合計 2,471,410 2,248,458

固定負債   

長期借入金 1,256,366 1,079,961

退職給付引当金 103,602 105,263

役員退職慰労引当金 297,720 297,720

資産除去債務 1,496 1,502

その他 15,000 16,334

固定負債合計 1,674,184 1,500,780

負債合計 4,145,595 3,749,238

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,740 664,740

資本剰余金 264,930 264,930

利益剰余金 288,111 247,122

自己株式 △8,480 △8,511

株主資本合計 1,209,302 1,168,281

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,295 3,805

評価・換算差額等合計 5,295 3,805

純資産合計 1,214,598 1,172,086

負債純資産合計 5,360,193 4,921,325



（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 839,088 886,261

売上原価 551,469 591,774

売上総利益 287,618 294,487

販売費及び一般管理費 284,694 288,451

営業利益 2,924 6,036

営業外収益   

受取利息 751 682

受取配当金 2,117 2,252

受取地代家賃 6,507 6,767

貸倒引当金戻入額 4,653 －

その他 584 610

営業外収益合計 14,614 10,312

営業外費用   

支払利息 12,090 9,257

債権保全利息 4,556 3,604

不動産賃貸費用 4,306 4,137

その他 442 664

営業外費用合計 21,395 17,663

経常損失（△） △3,856 △1,314

特別損失   

固定資産除却損 120 －

特別損失合計 120 －

税引前四半期純損失（△） △3,976 △1,314

法人税、住民税及び事業税 1,789 1,428

法人税等調整額 － △1,714

法人税等合計 1,789 △285

四半期純損失（△） △5,765 △1,028



 該当事項はありません。 

   

   

 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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