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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年3月期第3四半期 2,911 26.8 181 ― 153 ― 83 ―
24年3月期第3四半期 2,296 5.6 △32 ― △70 ― △104 ―

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3月期第3四半期 20.89 ―
24年3月期第3四半期 △26.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 5,123 1,104 21.6
24年3月期 5,545 1,072 19.3
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  1,104百万円 24年3月期  1,072百万円

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  
 

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3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 4,020 12.7 264 60.6 220 91.2 136 48.2 34.03



(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） 

※  注記事項

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） 25年3月期3Q 4,022,774 株 24年3月期 4,022,774 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 26,721 株 24年3月期 26,328 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 3,996,249 株 24年3月期3Q 3,996,976 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は終了しておりません。 

※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の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）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間における日本経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に緩やかな景気回復傾向にあ

りましたが、欧州の債務問題や中国の景気減速に伴う世界的な景気の下振れ懸念、さらには領土問題における近

隣諸国との関係悪化など、依然として先行き不透明な状況が続きました。  

  このような経済状況のもと、当社は、オフィスビルを始め店舗・工場等あらゆる施設におけるサインのトレン

ドとなっております、LED内照式のチャンネル文字や特殊拡散板樹脂文字の拡販に取り組みました。この取り組

みの結果、LED内照式チャンネル文字の受注額は新規製作、作り替え需要で前年同期比50％を越す伸びとなり、

売上高増加に大きく貢献いたしました。 

  以上により、当第３四半期累計期間の売上高は29億11百万円（前年同期比26.8％増）となり、損益面では、大

幅な増収に伴い製造要員を19名増員したため労務費が増加し、営業利益は１億81百万円（前年同期は32百万円の

営業損失）、経常利益は１億53百万円（前年同期は70百万円の経常損失）、四半期純利益は83百万円（前年同期

は１億４百万円の四半期純損失）となりました。 

      

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

 当第３四半期会計期間末における流動資産は16億89百万円となり、前事業年度末に比べ３億62百万円減少いた

しました。これは主に受取手形及び売掛金が２億63百万円減少したことによるものであります。固定資産は34億

34百万円となり、前事業年度末に比べ59百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が58百万円減少した

ことによるものであります。 

 この結果、総資産は、51億23百万円となり、前事業年度末に比べ４億21百万円減少いたしました。  

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債は21億７百万円となり、前事業年度末に比べ２億37百万円減少いた

しました。これは主に支払手形及び買掛金が43百万円減少したことによるものであります。固定負債は19億11百

万円となり、前事業年度末に比べ２億16百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が２億16百万円減少し

たことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、40億18百万円となり、前事業年度末に比べ４億53百万円減少いたしました。  

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は11億４百万円となり、前事業年度末に比べ32百万円増加いたし

ました。これは主に四半期純利益が83百万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21.6%（前事業年度末は19.3%）となりました。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成24年10月26日に公表いたしました「平成25年３月期第２四半期決算短信」から変

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 

（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１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後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。 

 これによる損益への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

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24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 321,532 277,781

受取手形及び売掛金 1,470,485 1,207,142

有価証券 62,770 －

商品及び製品 21,995 48,151

仕掛品 35,513 36,154

原材料及び貯蔵品 92,429 85,726

その他 62,193 40,240

貸倒引当金 △15,393 △6,057

流動資産合計 2,051,527 1,689,139

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 832,080 806,849

土地 1,422,080 1,422,080

その他（純額） 368,995 335,989

有形固定資産合計 2,623,156 2,564,918

無形固定資産 13,318 19,076

投資その他の資産   

投資有価証券 183,858 182,796

投資不動産（純額） 451,955 443,643

その他 230,219 235,630

貸倒引当金 △8,771 △11,690

投資その他の資産合計 857,261 850,379

固定資産合計 3,493,736 3,434,375

資産合計 5,545,264 5,123,514



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 963,425 919,706

短期借入金 1,115,094 966,024

未払法人税等 9,191 43,367

賞与引当金 36,043 18,805

その他 220,727 159,553

流動負債合計 2,344,481 2,107,455

固定負債   

長期借入金 1,711,061 1,494,404

退職給付引当金 98,833 101,982

役員退職慰労引当金 297,720 297,720

資産除去債務 2,019 2,041

その他 18,333 15,000

固定負債合計 2,127,966 1,911,148

負債合計 4,472,448 4,018,603

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 144,645 188,159

自己株式 △8,397 △8,480

株主資本合計 1,065,918 1,109,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,897 △4,439

評価・換算差額等合計 6,897 △4,439

純資産合計 1,072,815 1,104,910

負債純資産合計 5,545,264 5,123,514



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,296,795 2,911,691

売上原価 1,529,626 1,867,124

売上総利益 767,169 1,044,567

販売費及び一般管理費 799,269 862,990

営業利益又は営業損失（△） △32,099 181,576

営業外収益   

受取利息 2,679 2,304

受取配当金 3,727 3,965

受取地代家賃 19,284 18,985

その他 3,142 8,708

営業外収益合計 28,832 33,963

営業外費用   

支払利息 40,741 34,697

債権保全利息 11,854 12,501

不動産賃貸費用 13,758 12,919

その他 1,300 1,631

営業外費用合計 67,654 61,749

経常利益又は経常損失（△） △70,921 153,790

特別利益   

投資有価証券償還益 － 9,549

受取保険金 12,276 －

特別利益合計 12,276 9,549

特別損失   

固定資産除却損 1,323 8,844

災害による損失 8,958 －

特別損失合計 10,282 8,844

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △68,927 154,495

法人税、住民税及び事業税 4,300 42,089

法人税等調整額 31,390 28,927

法人税等合計 35,690 71,016

四半期純利益又は四半期純損失（△） △104,618 83,478



 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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