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1.  平成26年1月期第3四半期の連結業績（平成25年2月1日～平成25年10月31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1月期第3四半期 42,880 5.0 1,845 △8.0 1,948 △4.8 2,368 29.4
25年1月期第3四半期 40,835 △1.8 2,006 77.1 2,046 72.7 1,829 93.4

（注）包括利益 26年1月期第3四半期 2,773百万円 （48.6％） 25年1月期第3四半期 1,866百万円 （109.4％）

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1月期第3四半期 95.85 ―
25年1月期第3四半期 74.01 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年1月期第3四半期 32,186 13,807 42.9
25年1月期 28,388 11,203 39.5
（参考） 自己資本 26年1月期第3四半期 13,807百万円 25年1月期 11,203百万円

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 ： 有
配当予想の修正に関する事項につきましては、本日（平成25年12月6日）公表の「平成26年１月期通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご
覧ください。

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1月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年1月期 ― 0.00 ―
26年1月期（予想） 8.00 8.00

3. 平成26年 1月期の連結業績予想（平成25年 2月 1日～平成26年 1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 ： 有
連結業績予想の修正に関する事項につきましては、本日（平成25年12月6日）公表の「平成26年１月期通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」
をご覧ください。

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 57,500 7.3 1,630 17.3 1,700 15.3 2,100 82.7 85.07



(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

(注)第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積の変更と区別することが困難な場合」に該当しております。
詳細は、【添付資料】Ｐ３「2. サマリー情報(注意事項)に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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
半期連結財務諸表に対する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
(将来に関する記述等についてのご注意)
本資料に掲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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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】Ｐ.２「1. 当四半期決算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」をご覧くだ
さい。

(四半期決算補足説明資料の入手方法について) 
四半期決算補足説明資料は平成25年12月6日(金)に当社ホームページに掲載いたします。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年1月期3Q 24,832,857 株 25年1月期 24,832,857 株
② 期末自己株式数 26年1月期3Q 147,843 株 25年1月期 112,079 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年1月期3Q 24,705,775 株 25年1月期3Q 24,725,201 株



○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………… ２

  (1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………………… ２

  (2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………………… ２

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………………… ２

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ………………………………………………………… ３

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………… ３

３．四半期連結財務諸表 ………………………………………………………………………………… ４

  (1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………… ４

  (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 …………………………………… ６

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………………… ６

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………………… ７

  (3) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………………… ８

  (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………………… ８

㈱丹青社(9743)　平成26年１月期　第３四半期決算短信

― 1 ―



（1）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間（平成25年２月１日～平成25年10月31日）におけるわが国経済は、

引き続き各種景気刺激策が効果を現し、緩やかな回復局面で推移いたしました。

当ディスプレイ業界の事業環境につきましても、企業の設備投資や店舗投資が持ち直しに向か

うなど、改善が見られました。

このような状況のもと当グループは、中期経営計画（平成24年１月期～平成26年１月期）に基

づき、厳しい経営環境の中でも確実に利益を創出し、成長し続けるべく強靭な企業体質の構築を

目指して経営改革に取り組んでまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は428億80百万円（前年同四半期比5.0％増）と

なりましたが、前連結会計年度の第４四半期より人件費の抑制を解消した影響もあり、営業利益

は18億45百万円（前年同四半期比8.0％減）、経常利益は19億48百万円（前年同四半期比4.8％

減）となりました。また、平成26年１月期を含む今後の業績動向を勘案し、当社及び一部の連結

子会社の繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、回収可能性のある部分について繰延税金資

産７億19百万円を計上し法人税等調整額が△６億28百万円となり、四半期純利益は23億68百万円

（前年同四半期比29.4％増）となりました。

なお、当第３四半期連結累計期間の受注高は444億45百万円となりました。

（2）連結財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて13.4％増加し、321億86百万円となりまし

た。これは、主に現金預金が20億46百万円、受取手形・完成工事未収入金等が７億19百万円それ

ぞれ増加したことによるものであります。

（負債の部）

負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて6.9％増加し、183億79百万円となりました。

これは、主に未成工事受入金が10億79百万円、支払手形・工事未払金等が５億55百万円それぞれ

増加したことによるものであります。

（純資産の部）

純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて23.2％増加し、138億７百万円となりまし

た。これは、主に四半期純利益を23億68百万円計上したため、利益剰余金が22億17百万円増加し

たことによるものであります。

（3）連結業績予想に関する定性的情報

近の業績動向等を踏まえ、平成25年３月15日に発表した平成26年１月期の連結業績予想を以

下のとおり修正いたしました。

なお、当該予想数値の修正に関する事項につきましては、本日（平成25年12月６日）公表の

「平成26年１月期通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

１．当四半期決算に関する定性的情報

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

通 期

百万円

57,500

百万円

1,630

百万円

1,700

百万円

2,100

円 銭

85.07
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会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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）

当社及び国内連結子会社は、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25年

２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。

これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。

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１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年10月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,498,041 6,544,485

受取手形・完成工事未収入金等 7,154,704 7,873,835

未成工事支出金等 5,807,998 5,797,133

その他 452,167 968,236

貸倒引当金 △1,591 △8,636

流動資産合計 17,911,319 21,175,053

固定資産

有形固定資産

土地 4,453,001 4,452,627

その他（純額） 1,443,179 1,402,694

有形固定資産合計 5,896,180 5,855,322

無形固定資産 471,284 414,770

投資その他の資産

その他 4,298,622 4,971,148

貸倒引当金 △188,770 △229,593

投資その他の資産合計 4,109,852 4,741,555

固定資産合計 10,477,317 11,011,648

資産合計 28,388,637 32,186,701
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,497,398 7,052,931

短期借入金 1,814,239 1,813,904

1年内償還予定の社債 100,000 1,100,000

未成工事受入金 1,688,945 2,768,616

引当金 768,472 392,370

その他 2,004,229 1,775,915

流動負債合計 12,873,285 14,903,739

固定負債

社債 1,400,000 300,000

長期借入金 1,866,000 1,851,000

引当金 95,547 105,458

その他 950,249 1,218,938

固定負債合計 4,311,796 3,475,396

負債合計 17,185,082 18,379,136

純資産の部

株主資本

資本金 4,026,750 4,026,750

資本剰余金 4,024,840 4,024,840

利益剰余金 2,716,059 4,933,915

自己株式 △43,911 △63,337

株主資本合計 10,723,738 12,922,169

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 480,683 857,445

為替換算調整勘定 △867 27,950

その他の包括利益累計額合計 479,816 885,395

純資産合計 11,203,555 13,807,565

負債純資産合計 28,388,637 32,186,701
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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24年２月１日
至 平成24年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年２月１日
至 平成25年10月31日)

売上高 40,835,319 42,880,226

売上原価 34,421,269 35,907,548

売上総利益 6,414,050 6,972,677

販売費及び一般管理費 4,407,435 5,126,977

営業利益 2,006,614 1,845,700

営業外収益

保険配当金 21,771 39,787

仕入割引 47,105 38,109

その他 59,605 87,853

営業外収益合計 128,482 165,749

営業外費用

支払利息 55,904 44,490

その他 32,860 18,202

営業外費用合計 88,765 62,692

経常利益 2,046,331 1,948,757

特別利益

投資有価証券売却益 5,551 33,246

特別利益合計 5,551 33,246

特別損失

固定資産除却損 8,323 －

投資有価証券評価損 7,388 18

ゴルフ会員権評価損 5,000 700

特別損失合計 20,711 718

税金等調整前四半期純利益 2,031,172 1,981,285

法人税、住民税及び事業税 180,482 242,065

法人税等調整額 20,796 △628,939

法人税等合計 201,278 △386,873

少数株主損益調整前四半期純利益 1,829,893 2,368,159

四半期純利益 1,829,893 2,368,159
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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24年２月１日
至 平成24年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年２月１日
至 平成25年10月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,829,893 2,368,159

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 36,065 376,761

為替換算調整勘定 305 28,817

その他の包括利益合計 36,371 405,579

四半期包括利益 1,866,264 2,773,738

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,866,264 2,773,738
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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）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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