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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期累計期間における日本経済は、政府が打ち出した経済・金融政策、所謂「アベノミクス」への期待

感から円安と株高が進展した結果、輸出と個人消費などの後押しを受けながら緩やかな回復がみられました。  

 当社サイン事業のバックグラウンドであります民間非住宅建築業界におきましても、平成25年度投資額は、景況

感の改善により前年度比7.6％増と予測（建設経済研究所・平成25年度建設投資見通し）されており、今後、本格

的に経済の回復が進めば同建築投資は高水準で推移するものと思われます。 

 このような経済状況のもと、当社は統制のとれた効率的営業活動を推進するとともに、前期大幅に増加した受注

を更に上回る受注に対応するため、最新型レーザー加工機の導入、製造要員の増強を図りました。 

 その結果、売上高は19億61百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益は69百万円（同0.9％減）、経常利益は53百

万円（同9.9％増）となりました。 

 また、第２四半期累計期間における純利益は、過去、季節変動による影響で毎期マイナスとなっておりました

が、前第２四半期累計期間に続いて当期間もプラスの25百万円（前年同期比34.3％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における流動資産は15億50百万円となり、前事業年度末に比べ３億86百万円減少いたし

ました。これは主に受取手形及び売掛金が３億89百万円減少したことによるものであります。固定資産は33億20百

万円となり、前事業年度末に比べ１億２百万円減少いたしました。これは主に投資有価証券が１億33百万円減少し

たことによるものであります。 

 この結果、総資産は、48億71百万円となり、前事業年度末に比べ４億89百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における流動負債は20億79百万円となり、前事業年度末に比べ３億91万円減少いたしま

した。これは主に支払手形及び買掛金が２億88百万円減少したことによるものであります。固定負債は15億92百万

円となり、前事業年度末に比べ81百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が84百万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、36億72百万円となり、前事業年度末に比べ４億72百万円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は11億98百万円となり、前事業年度末に比べ16百万円減少いたしま

した。これは主に当第２四半期累計期間において四半期純利益が25百万円生じたものの剰余金の配当が39百万円生

じたことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は24.6%（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、売上高が伸びたことから、平成26年３月期の第２四半期の業績予想を修正いたしまし

た。詳細につきましては、本日（平成25年10月25日）公表いたしました「平成26年３月期第２四半期累計期間にお

ける業績予想との差異に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお通期の業績予想につきましては、平成25年５月15日に「平成25年３月期決算短信」で公表しました業績予想

に変更はありません。  

   

（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２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 199,249 196,377

受取手形及び売掛金 1,504,849 1,114,855

商品及び製品 39,659 42,361

仕掛品 34,686 47,359

原材料及び貯蔵品 87,378 89,770

その他 76,350 65,720

貸倒引当金 △4,664 △5,665

流動資産合計 1,937,509 1,550,778

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 798,438 781,675

土地 1,422,080 1,422,080

その他（純額） 320,422 368,115

有形固定資産合計 2,540,940 2,571,871

無形固定資産 19,552 20,081

投資その他の資産   

投資有価証券 195,494 61,522

投資不動産（純額） 440,872 435,574

その他 233,849 238,923

貸倒引当金 △8,026 △7,684

投資その他の資産合計 862,190 728,336

固定資産合計 3,422,683 3,320,289

資産合計 5,360,193 4,871,068



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,031,183 742,588

短期借入金 931,222 1,052,068

未払法人税等 156,376 5,944

賞与引当金 59,775 66,638

その他 292,853 212,556

流動負債合計 2,471,410 2,079,796

固定負債   

長期借入金 1,256,366 1,171,862

退職給付引当金 103,602 106,052

役員退職慰労引当金 297,720 297,720

資産除去債務 1,496 1,507

その他 15,000 15,741

固定負債合計 1,674,184 1,592,883

負債合計 4,145,595 3,672,680

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 288,111 273,305

自己株式 △8,480 △8,511

株主資本合計 1,209,302 1,194,464

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,295 3,923

評価・換算差額等合計 5,295 3,923

純資産合計 1,214,598 1,198,387

負債純資産合計 5,360,193 4,871,068



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,849,303 1,961,329

売上原価 1,196,547 1,292,529

売上総利益 652,756 668,800

販売費及び一般管理費 582,190 598,877

営業利益 70,566 69,922

営業外収益   

受取利息 1,516 1,339

受取配当金 2,121 2,252

受取地代家賃 12,794 12,525

その他 4,016 2,018

営業外収益合計 20,449 18,136

営業外費用   

支払利息 23,817 18,217

債権保全利息 8,805 6,924

不動産賃貸費用 8,612 8,273

その他 1,322 1,405

営業外費用合計 42,558 34,822

経常利益 48,456 53,236

特別損失   

固定資産除却損 120 3,988

投資有価証券評価損 － 2,000

特別損失合計 120 5,988

税引前四半期純利益 48,336 47,247

法人税、住民税及び事業税 10,065 2,856

法人税等調整額 － 19,236

法人税等合計 10,065 22,093

四半期純利益 38,271 25,154



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 48,336 47,247

減価償却費 57,843 59,433

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,689 659

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,198 6,863

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,154 2,450

受取利息及び受取配当金 △3,687 △3,592

支払利息 23,817 18,217

固定資産除却損 120 3,988

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,000

売上債権の増減額（△は増加） 334,042 389,994

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,213 △17,766

仕入債務の増減額（△は減少） △146,228 △288,594

その他の資産の増減額（△は増加） 6,278 △3,346

その他の負債の増減額（△は減少） △42,509 △155,564

小計 286,462 61,990

利息及び配当金の受取額 3,687 3,592

利息の支払額 △23,542 △21,395

法人税等の支払額 △5,734 △150,096

営業活動によるキャッシュ・フロー 260,874 △105,908

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △49,000 △49,000

定期預金の払戻による収入 49,000 49,000

有形固定資産の取得による支出 △5,513 △11,953

無形固定資産の取得による支出 △1,770 △3,279

投資有価証券の取得による支出 △140 △153

投資有価証券の償還による収入 － 130,000

敷金・保証金等の増減額（△は減少） △6,365 △15,000

貸付けによる支出 △12,250 △420

貸付金の回収による収入 6,201 7,441

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,840 106,634

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △190,000 240,000

長期借入れによる収入 344,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △454,989 △553,658

自己株式の取得による支出 △36 △31

配当金の支払額 △39,684 △39,907

財務活動によるキャッシュ・フロー △340,710 △3,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,676 △2,871

現金及び現金同等物の期首残高 215,532 93,249

現金及び現金同等物の四半期末残高 115,856 90,377



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（４）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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