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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株
当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」を算定しております。 

(2) 財政状態 

（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株
当たり純資産」を算定しております。  

(1) 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2四半期 8,400 17.0 483 106.7 467 101.1 265 113.1
25年3月期第2四半期 7,179 12.0 233 81.4 232 114.0 124 132.3

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2四半期 83.09 82.90
25年3月期第2四半期 39.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第2四半期 13,754 8,223 59.8 2,571.74
25年3月期 13,139 8,027 61.1 2,510.37
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  8,223百万円 25年3月期  8,027百万円

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  
（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。平成25年３月期については当該株式分割前の実際の配当金額を
記載しております。 

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
26年3月期 ― 25.00
26年3月期（予想） ― 25.00 50.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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）

（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

通期 16,500 6.6 900 36.7 880 35.0 500 51.3 156.36



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発
行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※  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2Q 4,192,000 株 25年3月期 4,192,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 994,200 株 25年3月期 994,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 3,197,800 株 25年3月期2Q 3,197,800 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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については２ページ
「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 
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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わが国経済は、輸出の持ち直し、企業収益の改善、雇用環境の改善など緩やかに

回復しつつあります。しかしながら、欧州の債務問題や新興国の景気減速懸念等、世界経済を巡る不確実性は 

引き続き大きいことから、景気の先行きは依然として不透明な状況となっております。 

 当業界におきましては、民間設備投資は緩やかに持ち直しの動きがみられるものの、公共投資と同様に低水準で

推移していることから、需給関係は改善されず、企業間の受注・価格競争は厳しい状況が続いております。 

 このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、顧客満足を最優先に全力を傾注し営業活動を展開いたし

ました。これにより売上高は8,400百万円（前年同四半期比17.0％増）となりました。 

 利益につきましては、増収効果により営業利益は483百万円（前年同四半期比106.7％増）、経常利益は467百万

円（前年同四半期比101.1％増）、四半期純利益は265百万円（前年同四半期比113.1％増）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

（流動資産） 

売上債権の回収により受取手形及び売掛金が156百万円減少したものの、現金及び預金が354百万円増加及び製品が

212百万円増加いたしました。これらの結果、流動資産合計は前事業年度末比613百万円（6.2%）増加し、10,540百

万円となりました。 

（固定資産） 

減価償却などにより有形固定資産が53百万円減少したものの、社内システム更新に伴うソフトウェアの増加によ

り、無形固定資産が48百万円増加及び投資その他の資産が７百万円増加いたしました。これらの結果、固定資産合

計は前事業年度末比２百万円（0.1%）増加し、3,214百万円となりました。 

（流動負債） 

短期借入金117百万円の減少などがあったものの、材料仕入に伴う仕入債務の増加により買掛金が387百万円増加い

たしました。これらの結果、流動負債合計は前事業年度末比341百万円（8.1%）増加し、4,536百万円となりまし

た。 

（固定負債） 

長期借入金58百万円の増加及び退職給付引当金９百万円の増加などにより、固定負債合計は前事業年度末比77百万

円（8.5%）増加し、993百万円となりました。 

（純資産） 

前事業年度の期末配当79百万円があったものの、四半期純利益265百万円の計上により利益剰余金が185百万円増加

いたしました。これに加え評価・換算差額等のその他有価証券評価差額金が10百万円増加したことにより、純資産

合計は前事業年度末比196百万円（2.4%）増加し、8,223百万円となりました。 

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第２四半期累計期間における業績動向等を踏まえ、平成25年10月18日に業績予想の修正を行いました。なお、

業績予想の修正に関する詳細は、平成25年10月18日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

 当社の業績予想は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。 

   

   

（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
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

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 3,922 4,276

受取手形及び売掛金 4,246 4,089

製品 879 1,092

仕掛品 244 313

原材料 270 276

繰延税金資産 310 423

その他 55 68

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 9,927 10,540

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,123 1,094

その他（純額） 1,167 1,142

有形固定資産合計 2,290 2,237

無形固定資産 140 189

投資その他の資産   

繰延税金資産 236 241

その他 577 579

貸倒引当金 △33 △32

投資その他の資産合計 780 788

固定資産合計 3,211 3,214

資産合計 13,139 13,754

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,786 2,173

短期借入金 534 417

1年内返済予定の長期借入金 233 249

未払法人税等 384 333

賞与引当金 219 349

その他 1,037 1,014

流動負債合計 4,195 4,536

固定負債   

長期借入金 200 258

退職給付引当金 622 631

役員退職慰労引当金 76 83

資産除去債務 12 12

その他 4 8

固定負債合計 916 993

負債合計 5,111 5,530
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,124 2,124

資本剰余金 1,481 1,481

利益剰余金 6,261 6,447

自己株式 △1,872 △1,872

株主資本合計 7,994 8,180

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32 43

評価・換算差額等合計 32 43

純資産合計 8,027 8,223

負債純資産合計 13,139 13,754
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 7,179 8,400

売上原価 5,673 6,416

売上総利益 1,506 1,984

販売費及び一般管理費 1,272 1,501

営業利益 233 483

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 2

受取賃貸料 4 4

受取保険金 14 0

投資有価証券売却益 22 －

その他 10 6

営業外収益合計 54 14

営業外費用   

支払利息 4 3

売上債権売却損 18 17

その他 32 7

営業外費用合計 55 29

経常利益 232 467

特別損失   

その他 0 0

特別損失合計 0 0

税引前四半期純利益 232 467

法人税、住民税及び事業税 145 321

法人税等調整額 △38 △119

法人税等合計 107 201

四半期純利益 124 265
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 232 467

減価償却費 148 164

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5 9

賞与引当金の増減額（△は減少） 54 130

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 6

受取利息及び受取配当金 △3 △3

受取保険金 △14 △0

投資有価証券売却損益（△は益） △22 －

支払利息 4 3

売上債権の増減額（△は増加） 1,275 124

たな卸資産の増減額（△は増加） 105 △287

仕入債務の増減額（△は減少） △328 387

未払消費税等の増減額（△は減少） 7 △65

その他の資産の増減額（△は増加） △7 △13

その他の負債の増減額（△は減少） 22 65

その他 3 0

小計 1,471 986

利息及び配当金の受取額 3 3

利息の支払額 △4 △3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △65 △372

保険金の受取額 14 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,419 614

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △55 △82

無形固定資産の取得による支出 △59 △58

投資有価証券の払戻による収入 － 3

その他 7 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △107 △137

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） － △117

長期借入れによる収入 － 200

長期借入金の返済による支出 △151 △124

配当金の支払額 △79 △79

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △230 △122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,081 354

現金及び現金同等物の期首残高 2,838 3,922

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,920 4,276
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 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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