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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） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 1,706 4.8 △70 ― △64 ― △48 ―
25年3月期第1四半期 1,627 10.0 △84 ― △96 ― △74 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △37百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △83百万円 （―％）

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 △9.68 ―
25年3月期第1四半期 △14.91 ―

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 8,526 3,422 40.1
25年3月期 8,823 3,520 39.9
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,422百万円 25年3月期  3,520百万円

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 ― 12.00 12.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

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）  
（％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) 3,538 4.4 △3 ― △26 ― △38 ― △7.61
通期 7,810 5.2 336 31.4 293 24.9 146 13.6 29.23



(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 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
  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「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）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。 

※  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   ：  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 5,000,000 株 25年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 5,911 株 25年3月期 5,911 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 4,994,089 株 25年3月期1Q 4,995,057 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引き続き東日本大震災の復興需要を背景に緩やかな回復基調

にありました。また、金融経済政策への期待による株価の上昇もあり景況感は改善されつつあります。 

 一方で、海外経済の減速や停滞に対する懸念や円安進行による原材料等の価格上昇から依然として先行きは不透

明な状況となっております。 

 当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、補正予算に基づく緊急経済対策が実行段階に入り

公共投資が堅調に推移し始めております。但し、地域によって差があり売上高を全体的に押し上げるまでには至っ

ておりません。 

 この様な状況下、仕入単価の低減や上昇抑制、営業範囲の見直しや販路拡大に取り組み売上増加に努めてまいり

ました。  

 この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高 百万円（前年同期比4.8%増）、営業損失 百

万円（前年同期は84百万円の損失）、経常損失 百万円（前年同期は96百万円の損失）、四半期純損失 百万円

（前年同期は74百万円の損失）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金の減少 百万円、受取手形及び売掛金の減少 百万円、商品及び製品の増

加 百万円、リース資産の減少 百万円、繰延税金資産の増加 百万円によるものであります。 

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となりま

した。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少 百万円、未払法人税等の減少 百万円、リース債務の減少

百万円であります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となり

ました。この主な要因は、四半期純損失 百万円、配当金の支払 百万円であります。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期連結累計期間の業績は概ね当初の予想どおり推移しており、第２四半期連結累計期間及び通期の業

績につきましても、現時点において、平成25年５月10日に公表いたしました業績予想の変更はありません。 

   

   

（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 

 該当事項はありません。 

   

   

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

1,706 70

64 48

297 8,526

65 287

60 49 30

199 5,104

71 83 57

97 3,422

48 59

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（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 2,224,489 2,159,376

受取手形及び売掛金 2,171,801 1,884,064

商品及び製品 739,095 799,459

原材料 151,921 167,844

繰延税金資産 54,998 84,673

その他 38,957 39,000

貸倒引当金 △11,200 △9,700

流動資産合計 5,370,063 5,124,718

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 770,661 757,198

レンタル資産（純額） 198,675 184,889

土地 1,407,326 1,407,326

リース資産（純額） 557,138 507,674

その他（純額） 17,593 21,717

有形固定資産合計 2,951,396 2,878,805

無形固定資産 19,844 18,908

投資その他の資産   

投資有価証券 332,450 355,620

繰延税金資産 22,282 22,964

その他 147,308 145,726

貸倒引当金 △19,459 △20,133

投資その他の資産合計 482,582 504,178

固定資産合計 3,453,823 3,401,893

資産合計 8,823,887 8,526,611

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 896,571 825,296

短期借入金 1,631,000 1,685,000

1年内返済予定の長期借入金 300,000 290,000

リース債務 237,006 220,169

未払法人税等 100,225 16,665

賞与引当金 61,702 36,787

その他 202,664 230,509

流動負債合計 3,429,171 3,304,428

固定負債   

長期借入金 1,300,000 1,265,000

リース債務 337,180 296,698

長期未払金 65,600 65,600

再評価に係る繰延税金負債 110,827 110,827

退職給付引当金 59,536 60,144

その他 1,479 1,479

固定負債合計 1,874,622 1,799,749

負債合計 5,303,794 5,104,177



（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 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 2,893,267 2,784,990

自己株式 △1,556 △1,556

株主資本合計 4,745,800 4,637,523

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 42,592 53,210

土地再評価差額金 △1,268,300 △1,268,300

その他の包括利益累計額合計 △1,225,707 △1,215,090

純資産合計 3,520,092 3,422,433

負債純資産合計 8,823,887 8,526,611



（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 1,627,919 1,706,663

売上原価 937,881 984,850

売上総利益 690,037 721,812

販売費及び一般管理費 774,826 792,664

営業損失（△） △84,788 △70,851

営業外収益   

受取利息 1,227 894

受取配当金 1,386 1,606

投資有価証券評価益 － 13,061

貸倒引当金戻入額 2,365 1,500

その他 1,972 3,012

営業外収益合計 6,952 20,074

営業外費用   

支払利息 13,790 12,003

投資有価証券評価損 3,296 －

その他 1,496 1,655

営業外費用合計 18,582 13,659

経常損失（△） △96,418 △64,437

税金等調整前四半期純損失（△） △96,418 △64,437

法人税、住民税及び事業税 9,609 13,758

法人税等調整額 △31,543 △29,847

法人税等合計 △21,933 △16,089

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △74,485 △48,348

四半期純損失（△） △74,485 △48,348



（四半期連結包括利益計算書） 
（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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △74,485 △48,348

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,264 10,617

その他の包括利益合計 △9,264 10,617

四半期包括利益 △83,749 △37,730

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △83,749 △37,730

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 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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