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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） 

 

(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3月期第1四半期 9,896 3.6 53 △28.4 150 50.9 100 86.7
25年3月期第1四半期 9,555 15.4 74 ― 99 ― 53 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 209百万円 （268.4％） 25年3月期第1四半期 56百万円 （447.3％）

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1四半期 8.52 ―
25年3月期第1四半期 4.56 ―

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 24,133 13,005 53.9
25年3月期 25,081 12,971 51.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,005百万円 25年3月期  12,971百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 21,345 1.3 395 △9.4 447 △10.1 279 △9.9 23.80
通期 46,000 4.9 1,215 12.7 1,313 1.3 820 2.8 69.79



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料P.２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。 

※  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1Q 12,067,120 株 25年3月期 12,067,120 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 315,684 株 25年3月期 315,684 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 11,751,436 株 25年3月期1Q 11,751,436 株
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(1) 経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策効果によって円安、株高へ転換し、企業収益の

改善が見られるなど、景気は概ね回復基調で推移いたしました。しかしながら、為替や株価は不安定な側面も見せて

おり、また、世界経済においても、中国の景気減速や欧州経済の長期低迷が懸念されるなど、先行きの不透明感は払

拭できていない状況となっております。 

 当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業におきましては、北米や東南アジアを中心に好調な販売が続い

ており、総じて堅調な状況にありますが、国内や欧州においては伸び悩みの側面もあり、当期間における設備投資に

は慎重な姿勢も見られました。電気・電子・半導体、工作機械関連企業におきましては、本格的な需要回復には至っ

ておらず低迷が続いておりますが、受注の下げ止まり傾向が見られるなど、年度後半にかけて回復の兆しが出始めて

まいりました。 

 こうした中、当社グループにおきましては、エンジニアリング力、ソリューション力を活かした提案営業の強化や

新商材・新領域開発、海外事業の強化など、３年目を迎えた第７次中期経営計画（平成23年度～平成25年度）の施策

推進に注力してまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は98億96百万円（前年同期比3.6％増）、営業利益は53百万円（前

年同期比28.4％減）、経常利益は１億50百万円（前年同期比50.9％増）、四半期純利益は１億円（前年同期比86.7％

増）となりました。 

  

(2) 財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて９億47百万円減少し、241億33百万円となり

ました。主な要因は、流動資産が10億77百万円減少したことによるものであります。 

 流動資産は、現金及び預金が４億66百万円増加したものの、営業債権が10億92百万円減少したこと及びたな卸資産

が２億76百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べて10億77百万円減少し、202億59百万円となりまし

た。 

 流動負債は、営業債務が８億７百万円減少したこと、未払法人税等が３億54百万円減少したこと及び賞与引当金が

１億83百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べて10億46百万円減少し、106億71百万円となりまし

た。 

 純資産額は、130億５百万円となり、自己資本比率は53.9％となりました。 

   

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月15日に公表いたしました連結業績予想から修正はありません。   

   

(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 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。   

   

(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。  

   

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 2,792,364 3,258,579

受取手形及び売掛金 15,745,465 14,652,524

商品及び製品 1,864,151 1,564,243

仕掛品 110,608 135,692

原材料及び貯蔵品 30,199 28,721

その他 816,313 644,129

貸倒引当金 △21,928 △24,203

流動資産合計 21,337,174 20,259,687

固定資産   

有形固定資産 1,845,349 1,839,135

無形固定資産 43,599 43,172

投資その他の資産 1,855,061 1,991,721

固定資産合計 3,744,010 3,874,029

資産合計 25,081,184 24,133,717

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,088,831 9,281,014

未払法人税等 377,411 23,131

賞与引当金 338,697 155,000

役員賞与引当金 － 5,125

その他 912,520 1,206,874

流動負債合計 11,717,460 10,671,145

固定負債   

役員退職慰労引当金 93,900 93,900

その他 298,360 363,602

固定負債合計 392,260 457,502

負債合計 12,109,720 11,128,648

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,311,778 1,311,778

資本剰余金 1,371,950 1,371,950

利益剰余金 10,329,582 10,253,466

自己株式 △149,579 △149,579

株主資本合計 12,863,730 12,787,615

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 372,801 430,886

繰延ヘッジ損益 △158 －

為替換算調整勘定 △264,909 △213,432

その他の包括利益累計額合計 107,733 217,453

純資産合計 12,971,464 13,005,069

負債純資産合計 25,081,184 24,133,717



(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 9,555,110 9,896,137

売上原価 8,268,965 8,573,142

売上総利益 1,286,145 1,322,994

販売費及び一般管理費 1,211,753 1,269,693

営業利益 74,392 53,301

営業外収益   

受取利息 1,023 981

受取配当金 10,370 32,699

仕入割引 34,024 28,250

為替差益 － 37,386

その他 5,367 9,250

営業外収益合計 50,786 108,568

営業外費用   

支払利息 314 171

売上割引 9,999 8,005

為替差損 14,421 －

その他 660 3,134

営業外費用合計 25,396 11,311

経常利益 99,781 150,558

特別利益   

固定資産売却益 957 608

特別利益合計 957 608

特別損失   

固定資産売却損 1,807 743

固定資産除却損 80 336

投資有価証券評価損 16,457 －

特別損失合計 18,345 1,080

税金等調整前四半期純利益 82,394 150,087

法人税等 28,753 49,930

少数株主損益調整前四半期純利益 53,641 100,156

四半期純利益 53,641 100,156



(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 53,641 100,156

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38,900 58,085

繰延ヘッジ損益 － 158

為替換算調整勘定 42,222 51,476

その他の包括利益合計 3,322 109,720

四半期包括利益 56,963 209,876

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 56,963 209,876



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。  

   

(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）

（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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