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（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 4,063 2.8 224 △16.5 221 △14.8 122 △15.2
25年３月期第１四半期 3,951 6.8 268 106.6 259 126.2 144 265.5
（注）包括利益  26年３月期第１四半期  124百万円（△11.9％）  25年３月期第１四半期 141百万円（254.0％） 

 

 
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 14.98 － 
25年３月期第１四半期 17.66 － 
 
(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 ％

26年３月期第１四半期 8,319 3,095 37.2
25年３月期 8,827 3,053 34.6
（参考）自己資本    26年３月期第１四半期  3,095百万円  25年３月期  3,053百万円 

 
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

25年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00
26年３月期 －  
26年３月期(予想)  0.00 － 10.00 10.00

（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、対前期増減率） 

 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 17,000 4.2 700
△

14.8
700

△
12.6

300 62.9 36.55

（注１）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 
（注２）第２四半期連結累計期間に係る連結業績予想は行っておりません。 

 



 

※ 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 

（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 

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 

  
(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) 26年３月期１Ｑ 8,477,890株 25年３月期 8,477,890株
②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 270,673株 25年３月期 270,149株
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 8,207,424株 25年３月期１Ｑ 8,209,565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ますが、この四半期決算短
信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

 
※ 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。 
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１．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 

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。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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 1,890,882 1,379,710

受取手形及び売掛金 2,250,565 2,441,923

商品及び製品 364,479 411,044

原材料及び貯蔵品 321,288 241,102

その他 255,156 216,847

貸倒引当金 △3,374 △762

流動資産合計 5,078,996 4,689,865

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,131,886 4,119,601

減価償却累計額 △3,076,851 △3,095,928

建物及び構築物（純額） 1,055,035 1,023,673

その他 3,244,111 3,252,798

減価償却累計額 △2,267,700 △2,272,691

その他（純額） 976,410 980,106

有形固定資産合計 2,031,445 2,003,779

無形固定資産 41,723 36,972

投資その他の資産   

敷金及び保証金 843,386 775,248

その他 856,197 837,798

貸倒引当金 △23,815 △23,665

投資その他の資産合計 1,675,768 1,589,382

固定資産合計 3,748,937 3,630,134

資産合計 8,827,934 8,319,999

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,386,632 1,430,565

短期借入金 688,600 653,000

未払法人税等 370,753 21,868

賞与引当金 131,577 48,965

資産除去債務 29,390 25,040

その他 875,088 897,442

流動負債合計 3,482,041 3,076,882

固定負債   

長期借入金 857,250 707,650

退職給付引当金 431,364 435,768

役員退職慰労引当金 281,478 280,750

資産除去債務 673,834 674,940

その他 48,751 48,493

固定負債合計 2,292,678 2,147,601

負債合計 5,774,720 5,224,484
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(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 823,810 823,810

資本剰余金 1,079,079 1,079,079

利益剰余金 1,149,182 1,190,081

自己株式 △4,292 △4,489

株主資本合計 3,047,780 3,088,481

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,448 4,136

繰延ヘッジ損益 3,138 2,414

為替換算調整勘定 △1,153 482

その他の包括利益累計額合計 5,433 7,034

純資産合計 3,053,214 3,095,515

負債純資産合計 8,827,934 8,319,999
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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：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 3,951,358 4,063,558

売上原価 2,208,845 2,378,970

売上総利益 1,742,513 1,684,588

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 638,369 615,757

賞与引当金繰入額 39,510 35,915

退職給付費用 13,420 10,804

役員退職慰労引当金繰入額 7,982 7,522

その他 774,658 790,379

販売費及び一般管理費合計 1,473,941 1,460,378

営業利益 268,572 224,209

営業外収益   

受取利息 28 9

受取配当金 568 5,732

その他 8,492 3,212

営業外収益合計 9,090 8,954

営業外費用   

支払利息 11,562 6,894

持分法による投資損失 394 1,555

その他 6,328 3,644

営業外費用合計 18,286 12,094

経常利益 259,375 221,069

特別利益   

固定資産売却益 － 1,841

特別利益合計 － 1,841

特別損失   

減損損失 4,667 －

固定資産売却損 99 －

固定資産除却損 8 418

子会社清算損 － 116

特別損失合計 4,774 534

税金等調整前四半期純利益 254,600 222,376

法人税、住民税及び事業税 79,937 14,593

法人税等調整額 29,922 84,806

法人税等合計 109,860 99,400

少数株主損益調整前四半期純利益 144,740 122,976

少数株主損失（△） △253 －

四半期純利益 144,993 122,976
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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：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利益 144,740 122,976

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,147 687

繰延ヘッジ損益 △1,159 △723

為替換算調整勘定 － 1,770

持分法適用会社に対する持分相当額 △64 △133

その他の包括利益合計 △3,370 1,600

四半期包括利益 141,369 124,576

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 141,622 124,576

少数株主に係る四半期包括利益 △253 －
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(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） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

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） 

該当事項はありません。 
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