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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 18,490 3.4 278 △17.5 232 △25.9 139 △27.1
25年3月期第2四半期 17,875 △1.1 338 △18.8 314 △20.9 190 △17.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 245百万円 （30.8％） 25年3月期第2四半期 187百万円 （△11.5％）

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 15.34 ―
25年3月期第2四半期 21.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 15,422 6,209 38.8
25年3月期 14,709 6,003 39.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  5,983百万円 25年3月期  5,790百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
26年3月期 ― 4.00
26年3月期（予想） ― 4.00 8.00

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、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 40,000 15.4 730 25.3 670 22.1 400 29.9 44.11



(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２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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
際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的
情報（２）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

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   ：  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 10,000,000 株 25年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 932,967 株 25年3月期 932,419 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 9,067,141 株 25年3月期2Q 9,068,331 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、日本銀行による金融緩和や政府の経済成長戦略への期待感により過

度な円高の修正や株価の回復が進み、企業業績や個人消費の改善など明るい兆しが見え始めております。しかし、

来春の消費税率引き上げの影響や海外景気の下振れ懸念のリスクは潜在しており、景気は依然として先行き不透明

な状況が続いております。 

 当グループにおきましては、このような状況のもと、積極的な営業活動や販売効率の改善、海外事業戦略の強化

に取り組みましたことにより、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高につきましては前第２四半期連結

累計期間に比べ増収となりました。利益面におきましては、連結子会社の新設による営業費用の増加等もあり、減

益となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べ ％増の 百万円と

なり、営業利益は ％減の 百万円、経常利益は ％減の 百万円、四半期純利益は ％減の 百万円

となりました。 

   

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の見通しにつきましては、わが国経済は、アベノミクスによるデフレ脱却と景気回復への期待が高まる一方

で、新興国市況の軟調など引き続き国内景気を下押しする懸念材料は払拭されておらず、経営環境は予断を許さな

い状況が続くものと思われます。 

 このような状況のもとではありますが、当グループは既存の商権をしっかり守りながらも、変化をビジネスチャ

ンスと捉え、スピード感を持って海外新規事業の完遂と新市場・新商品の開発に全力を挙げ、売上の達成に努めま

す。利益面につきましても、成長分野・成長市場での取扱いを増やすとともに、経営の効率化を推進して利益の確

保に努める所存です。 

 よって平成25年５月８日の決算短信で発表の連結業績予想に変更はございません。   

   

   

   四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

3.4 18,490

17.5 278 25.9 232 27.1 139

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,913,787 3,408,019

受取手形及び売掛金 8,593,004 9,038,754

商品 1,126,844 1,279,262

原材料 － 12,439

その他 140,334 181,692

貸倒引当金 △5,200 △1,854

流動資産合計 13,768,770 13,918,313

固定資産   

有形固定資産 456,653 1,024,191

無形固定資産 24,455 36,292

投資その他の資産   

その他 494,415 478,246

貸倒引当金 △34,568 △34,747

投資その他の資産合計 459,846 443,498

固定資産合計 940,956 1,503,982

資産合計 14,709,726 15,422,296

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,904,609 7,185,105

短期借入金 651,083 884,111

未払法人税等 106,832 107,086

引当金 61,785 63,242

その他 138,407 146,609

流動負債合計 7,862,717 8,386,154

固定負債   

長期借入金 705,375 686,608

引当金 69,155 62,179

その他 69,314 77,472

固定負債合計 843,844 826,260

負債合計 8,706,562 9,212,415

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,471 697,471

利益剰余金 4,431,190 4,531,718

自己株式 △188,815 △188,971

株主資本合計 5,759,847 5,860,219

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 75,173 75,272

繰延ヘッジ損益 18,365 9,004

為替換算調整勘定 △62,832 38,867

その他の包括利益累計額合計 30,707 123,143

少数株主持分 212,609 226,517

純資産合計 6,003,164 6,209,880

負債純資産合計 14,709,726 15,422,296



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 17,875,937 18,490,114

売上原価 16,781,578 17,410,924

売上総利益 1,094,358 1,079,190

販売費及び一般管理費 756,258 800,192

営業利益 338,100 278,998

営業外収益   

受取利息 627 571

受取配当金 5,746 5,667

その他 3,326 1,617

営業外収益合計 9,700 7,856

営業外費用   

支払利息 2,321 10,610

支払保証料 18,164 19,726

売上割引 7,982 9,340

為替差損 － 13,607

その他 5,134 874

営業外費用合計 33,602 54,159

経常利益 314,197 232,695

税金等調整前四半期純利益 314,197 232,695

法人税等 123,504 108,715

少数株主損益調整前四半期純利益 190,693 123,980

少数株主損失（△） － △15,110

四半期純利益 190,693 139,090



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,693 123,980

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,375 98

繰延ヘッジ損益 △4,026 △9,361

為替換算調整勘定 6,399 130,718

その他の包括利益合計 △3,002 121,454

四半期包括利益 187,690 245,435

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 187,690 231,527

少数株主に係る四半期包括利益 － 13,907



（継続企業の前提に関する注記） 

 該当事項はありません。 

  

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 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
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