
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

平成24年９月期期末配当（15円00銭）の内訳につきましては、普通配当12円00銭、創立60周年記念配当3円00銭となっ

ております。 

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年９月期第３四半期の連結業績（平成24年10月１日～平成25年６月30日）

（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９月期第３四半期 2,602 △7.4 22 △59.7 49 △16.5 43 △60.1
24年９月期第３四半期 2,810 1.1 56 － 59 － 109 －

(注) 包括利益 25年９月期第３四半期 114百万円( △7.3％) 24年９月期第３四半期 123百万円( －％)

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

25年９月期第３四半期 19.08 －
24年９月期第３四半期 47.84 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年９月期第３四半期 4,405 2,253 51.2
24年９月期 4,322 2,173 50.3

(参考) 自己資本 25年９月期第３四半期 2,253百万円 24年９月期 2,173百万円

２．配当の状況

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９月期 － 0.00 － 15.00 15.00
25年９月期 － 0.00 －

25年９月期(予想) 7.50 7.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年９月期の連結業績予想（平成24年10月１日～平成25年９月30日）

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 3,560 △4.2 63 5.6 111 154.9 58 △36.8 25.59

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   
   

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年９月期３Ｑ 2,298,500株 24年９月期 2,298,500株

② 期末自己株式数 25年９月期３Ｑ 126株 24年９月期 126株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年９月期３Ｑ 2,298,374株 24年９月期３Ｑ 2,298,374株

※ 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いません。

※ 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、添付資料P２「連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、政権交代による円高の是正や株価の上昇など経済

回復への期待感から全体として回復基調の兆しにありました。しかしながら、欧州景気の低迷や新興国の

経済成長鈍化などの懸念事項もあり、実体経済としては依然として先行き不透明な状況が続いておりま

す。 

このような中、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,602,814千円（前年同四半期比207,866千円減）

となりました。利益面につきましては、売上減による売上総利益の減少により経常利益は49,305千円（前

年同四半期比9,763千円減）、四半期純利益は43,843千円（前年同四半期比66,111千円減）となりまし

た。 

   

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ83,294千円増の4,405,846千

円となりました。流動資産は受取手形及び売掛金が54,804千円増加したこと等により1,918,264千円とな

りました。固定資産は建物及び構築物が35,191千円減少したこと等により2,487,581千円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ3,444千円増の2,152,075千円

となりました。流動負債は支払手形及び買掛金が15,074千円減少したものの、1年内償還予定の社債が

48,000千円増加したことにより1,051,244千円となりました。固定負債は社債が71,000千円増加したもの

の、長期借入金が102,012千円減少したことより1,100,830千円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ79,850千円増の2,253,770

千円となりました。株主資本合計は利益剰余金が9,367千円増加したことにより2,206,314千円となりまし

た。 

  

平成25年９月期の通期連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました数値から

変更はありません。また、業績予想につきましては、本資料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と異なる可能性があります。   

  

(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10月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

なお、これによる当第３四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。 

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）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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 780,358 816,906

受取手形及び売掛金 656,113 710,917

商品及び製品 160,392 204,113

仕掛品 32,659 34,398

原材料及び貯蔵品 49,013 54,924

前払費用 17,381 14,926

繰延税金資産 65,848 65,539

その他 27,984 16,539

流動資産合計 1,789,752 1,918,264

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,787,388 1,788,759

減価償却累計額 △926,509 △963,072

建物及び構築物（純額） 860,879 825,687

土地 1,286,541 1,286,541

その他 2,248,295 2,291,202

減価償却累計額 △2,080,790 △2,152,203

その他（純額） 167,505 138,999

建設仮勘定 3,272 7,198

有形固定資産合計 2,318,198 2,258,426

無形固定資産 14,092 6,381

投資その他の資産   

投資有価証券 72,198 98,164

その他 136,657 133,784

貸倒引当金 △8,347 △9,174

投資その他の資産合計 200,508 222,773

固定資産合計 2,532,799 2,487,581

資産合計 4,322,551 4,405,846
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(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 515,288 500,214

短期借入金 249,016 239,266

1年内償還予定の社債 114,000 162,000

未払金 31,471 43,065

未払法人税等 11,649 10,984

その他 103,226 95,714

流動負債合計 1,024,651 1,051,244

固定負債   

社債 117,500 188,500

長期借入金 248,456 146,444

繰延税金負債 468,503 462,399

退職給付引当金 170,765 182,520

役員退職慰労引当金 99,055 103,180

その他 19,699 17,786

固定負債合計 1,123,978 1,100,830

負債合計 2,148,630 2,152,075

純資産の部   

株主資本   

資本金 460,421 460,421

資本剰余金 380,421 380,421

利益剰余金 1,356,160 1,365,528

自己株式 △56 △56

株主資本合計 2,196,947 2,206,314

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,971 3,082

繰延ヘッジ損益 － △495

為替換算調整勘定 △21,055 44,868

その他の包括利益累計額合計 △23,026 47,455

純資産合計 2,173,920 2,253,770

負債純資産合計 4,322,551 4,405,846
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,810,680 2,602,814

売上原価 1,598,078 1,432,397

売上総利益 1,212,602 1,170,416

販売費及び一般管理費 1,155,962 1,147,606

営業利益 56,640 22,810

営業外収益   

受取利息 4,218 3,105

受取配当金 549 605

不動産賃貸料 6,381 6,891

為替差益 12,397 1,513

投資有価証券評価損戻入益 － 19,250

保険解約返戻金 － 12,333

その他 4,971 2,128

営業外収益合計 28,518 45,827

営業外費用   

支払利息 8,564 7,294

債権売却損 5,136 4,841

不動産賃貸費用 2,040 2,163

社債発行費 2,019 2,119

投資有価証券評価損 4,470 －

その他 3,859 2,915

営業外費用合計 26,090 19,332

経常利益 59,068 49,305

特別損失   

固定資産除却損 402 －

特別損失合計 402 －

税金等調整前四半期純利益 58,665 49,305

法人税、住民税及び事業税 16,412 12,682

法人税等調整額 △67,701 △7,220

法人税等合計 △51,288 5,462

少数株主損益調整前四半期純利益 109,954 43,843

少数株主利益 － －

四半期純利益 109,954 43,843
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10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利益 109,954 43,843

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 335 5,053

繰延ヘッジ損益 － △495

為替換算調整勘定 11,893 57,270

持分法適用会社に対する持分相当額 1,128 8,653

その他の包括利益合計 13,357 70,482

四半期包括利益 123,312 114,325

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 123,312 114,325

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成25年６月30日） 

 該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

                                  以 上  

  

  

（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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