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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 1,201 41.7 △17 ― △21 ― △33 ―
25年3月期第1四半期 848 △41.2 △14 ― △33 ― △55 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △55百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △91百万円 （―％）

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 △0.53 ―
25年3月期第1四半期 △1.09 ―

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 8,374 2,049 24.5
25年3月期 6,951 2,104 30.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  2,049百万円 25年3月期  2,104百万円

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

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  ：  有   

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) 3,800 20.3 60 △41.2 30 △30.5 △5 ― △0.08
通期 9,800 33.9 210 △32.7 150 △19.3 95 △23.1 1.49



(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 
 上記に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は今後様々な要因により異なる結果となる可能性がありま
す。 
 なお、業績予想に関する事項については、添付資料の２ページを参照してください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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 63,859,720 株 25年3月期 63,859,720 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 59,580 株 25年3月期 59,003 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 63,800,332 株 25年3月期1Q 51,102,024 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大規模な金融緩和の導入に伴い金融・証券市場を

中心に景気回復への期待感が高まりましたが、一方では、原材料高騰や新興国の成長鈍化が懸念される

など不安要素も根強く、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況の下で、当社グループの当第１四半期連結累計期間の受注高は17億76百万円(前年同

期比14.0%増)となり、売上高は12億1百万円(前年同期比41.7%増)となりました。 

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

紙工機械 

段ボール製函印刷機械が増加し、受注高は7億29百万円(前年同期比27.2%増)、売上高は6億43百万

円(前年同期比182.8%増)となりました。 

受託生産 

受注高は3億81百万円(前年同期比51.3%増)、売上高は3億47百万円(前年同期比40.6%増)となりまし

た。 

防衛機器 

受注高は5億51百万円(前年同期比5.4%減)、売上高は97百万円(前年同期比17.6%減)となりました。

その他  

繊維機械が減少し、受注高は1億13百万円(前年同期比23.6%減)、売上高は1億13百万円(前年同期比

55.7%減)となりました。 

  

損益面におきましては、営業損失は前年同期並の17百万円(前年同期は営業損失14百万円)となりまし

たが、支払利息が減少したことにより、経常損失は21百万円(前年同期は経常損失33百万円)、四半期純

損失は33百万円(前年同期は四半期純損失55百万円)となりました。 

  

(イ)資産 

流動資産は前連結会計年度末に比べ14億82百万円(36.1%)増加し、55億91百万円となりました。これ

は主に受取手形及び売掛金が81百万円減少したものの、当連結会計年度の売上引当のために仕掛品が16

億7百万円増加したことによります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ59百万円(2.1%)減少し、27億83百万円となりました。これは主に

保有する有価証券の時価が下落したことにより投資有価証券が33百万円減少したこと及び減価償却費の

計上等により有形固定資産が27百万円減少したことによります。 

 この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ14億22百万円(20.5%)増加し、83億74百万円となりま

した。 

(ロ)負債 

流動負債は前連結会計年度末に比べ15億7百万円(37.8%)増加し、54億96百万円となりました。これは
主に短期借入金が9億65百万円増加したこと並びに支払手形及び買掛金が5億83百万円増加したことによ
ります。 
 固定負債は前連結会計年度末に比べ28百万円(3.3%)減少し、8億29百万円となりました。これは主に
約定弁済により長期借入金が20百万円減少したことによります。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ14億78百万円(30.5%)増加し、63億25百万円となりま
した。 

(ハ)純資産 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ55百万円(2.7%)減少し、20億49百万円となりました。これは主

に四半期純損失の計上により利益剰余金が33百万円減少したこと及び保有する有価証券の時価が下落し

たことによりその他有価証券評価差額金が21百万円減少したことによります。 

  

平成25年5月13日に公表した業績予想を修正しております。 
 具体的な内容につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く
ださい。 

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

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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
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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：百万円）

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 572 508

受取手形及び売掛金 1,186 1,105

たな卸資産 2,250 3,858

その他 99 119

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 4,108 5,591

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 978 962

その他（純額） 939 928

有形固定資産合計 1,917 1,890

無形固定資産 39 36

投資その他の資産   

投資有価証券 726 692

その他 166 169

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 886 856

固定資産合計 2,843 2,783

資産合計 6,951 8,374
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,026 2,609

短期借入金 1,154 2,120

1年内返済予定の長期借入金 82 82

賞与引当金 8 9

その他 717 675

流動負債合計 3,988 5,496

固定負債   

長期借入金 171 150

退職給付引当金 536 547

環境対策引当金 13 13

その他 137 118

固定負債合計 858 829

負債合計 4,847 6,325

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,041 5,041

資本剰余金 3,648 3,648

利益剰余金 △6,676 △6,710

自己株式 △6 △6

株主資本合計 2,006 1,973

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 97 76

その他の包括利益累計額合計 97 76

純資産合計 2,104 2,049

負債純資産合計 6,951 8,374
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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１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

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 848 1,201

売上原価 696 1,017

売上総利益 151 183

販売費及び一般管理費 166 201

営業損失（△） △14 △17

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 10 8

その他 3 4

営業外収益合計 13 13

営業外費用   

支払利息 29 14

その他 3 3

営業外費用合計 32 17

経常損失（△） △33 △21

特別損失   

固定資産処分損 13 0

特別損失合計 13 0

税金等調整前四半期純損失（△） △47 △22

法人税、住民税及び事業税 8 23

法人税等調整額 △1 △11

法人税等合計 7 11

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △55 △33

四半期純損失（△） △55 △33
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 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：百万円)

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（△） △55 △33

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35 △21

その他の包括利益合計 △35 △21

四半期包括利益 △91 △55

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △91 △55

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）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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