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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 3,318 △0.7 20 ― 9 ― 24 ―
25年3月期第1四半期 3,344 2.1 0 ― △10 ― △27 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 96百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 4百万円 （―％）

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 2.43 ―
25年3月期第1四半期 △2.70 ―

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1四半期 5,952 1,815 30.5 180.58
25年3月期 6,340 1,720 27.1 171.18
（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  1,815百万円 25年3月期  1,720百万円

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

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) 6,500 0.3 40 53.5 10 ― 20 ― 1.98
通期 14,000 △4.0 145 △49.4 85 △61.5 85 △43.3 8.45



(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 

(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報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、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 
・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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」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1Q 10,171,797 株 25年3月期 10,171,797 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 120,481 株 25年3月期 120,067 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 10,051,454 株 25年3月期1Q 10,171,797 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策及び日本銀行の金融政策を背景と

した円安による輸出環境の改善や株価の持ち直しにより、企業収益や個人消費の一部に景気回復の兆し

が見られました。しかしながら、欧州の財政不安の長期化や中国をはじめとした新興国の経済成長の鈍

化等、依然として先行きは不透明な状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、既存商内の見直し、新規開拓の推進を行い、品

質向上と共に生産体制の合理化および経費削減に取り組み利益の確保に努めてまいりました。 

その結果、売上高は33億18百万円（前年同四半期33億44百万円）、営業利益は20百万円（前年同四半

期０百万円の利益）、経常利益は９百万円（前年同四半期10百万円の損失）、四半期純利益は24百万円

（前年同四半期27百万円の損失）となりました。 

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

(合成樹脂成形関連事業) 

国内におきましては、主要取引先の海外生産移管や海外調達への変更等より受注が減少し厳しい事業

環境にありますが、海外におきましては、当社主力取扱製品であるＯＡ機器部品の受注が順調に推移し

たこともありこの結果、売上高は30億43百万円（前年同四半期29億63百万円)、営業利益は46百万円

（前年同四半期６百万円の利益)となりました。 

(物流機器関連事業) 

円安による原価高等、価格競争の厳しい状況の中、休眠取引先の掘り起こし等拡販に努めてまいりま

したが、前年同四半期に比べ減収となりこの結果、売上高は２億75百万円（前年同四半期３億80百万

円)、営業損失は26百万円（前年同四半期６百万円の損失)となりました。 

(資産) 

資産合計は59億52百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億88百万円減少しました。これは主に、

現金及び預金が２億21百万円減少、土地が２億33百万円減少したことによるものです。 

(負債) 

負債合計は41億36百万円となり、前連結会計年度末と比べ4億82百万円減少しました。これは主に、

支払手形及び買掛金が70百万円減少、短期借入金が２億80百万円減少、流動負債のその他が55百万円減

少、長期借入金が66百万円減少したことによるものです。 

(純資産) 

純資産合計は18億15百万円となり、前連結会計年度末と比べ94百万円増加しました。これは主に、利

益剰余金の増加22百万円、為替換算調整勘定の増加71百万円によるものです。 

 平成25年５月15日に公表しました連結予想から修正は行っておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,041,718 819,736

受取手形及び売掛金 2,363,502 2,429,168

商品及び製品 500,653 481,697

仕掛品 123,819 123,747

原材料及び貯蔵品 259,777 282,934

その他 204,495 185,257

貸倒引当金 △674 △684

流動資産合計 4,493,293 4,321,857

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 302,265 299,307

機械装置及び運搬具（純額） 339,723 354,920

土地 894,119 660,642

リース資産（純額） 34,792 31,729

建設仮勘定 2,420 2,288

その他（純額） 58,606 66,166

有形固定資産合計 1,631,928 1,415,055

無形固定資産

その他 25,917 24,809

無形固定資産合計 25,917 24,809

投資その他の資産

投資有価証券 67,093 64,923

その他 127,825 130,763

貸倒引当金 △5,557 △5,364

投資その他の資産合計 189,361 190,322

固定資産合計 1,847,207 1,630,187

資産合計 6,340,501 5,952,045

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,112,368 2,041,388

短期借入金 721,582 441,413

未払法人税等 22,161 5,754

賞与引当金 24,401 37,330

その他 430,078 374,688

流動負債合計 3,310,592 2,900,575

固定負債

長期借入金 1,103,535 1,036,860

退職給付引当金 146,789 143,548
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（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) 

その他 58,830 55,985

固定負債合計 1,309,155 1,236,394

負債合計 4,619,748 4,136,970

純資産の部

株主資本

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 785,172 785,172

利益剰余金 45,338 68,034

自己株式 △22,562 △22,607

株主資本合計 1,735,572 1,758,222

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,218 2,598

繰延ヘッジ損益 － 116

為替換算調整勘定 △17,039 54,136

その他の包括利益累計額合計 △14,820 56,852

純資産合計 1,720,752 1,815,074

負債純資産合計 6,340,501 5,952,045
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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 3,344,325 3,318,762

売上原価 2,976,505 2,924,434

売上総利益 367,820 394,327

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 97,714 99,715

給料及び賞与 111,849 121,352

退職給付費用 8,690 12,334

貸倒引当金繰入額又は戻入額（△） △5 10

その他 149,551 140,645

販売費及び一般管理費合計 367,800 374,058

営業利益 19 20,269

営業外収益

受取利息 70 82

受取配当金 143 150

為替差益 1,039 －

受取賃貸料 395 586

保険解約返戻金 5,193 －

その他 1,127 2,776

営業外収益合計 7,969 3,596

営業外費用

支払利息 13,213 11,352

為替差損 － 212

その他 4,989 2,353

営業外費用合計 18,202 13,918

経常利益又は経常損失（△） △10,213 9,946

特別利益

固定資産売却益 － 29,615

ゴルフ会員権売却益 85 －

特別利益合計 85 29,615

特別損失

固定資産処分損 354 －

投資有価証券売却損 12,295 －

事業構造改善費用 1,022 1,064

特別損失合計 13,672 1,064

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△23,800 38,498

法人税等 3,404 14,002

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△27,205 24,496

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,205 24,496
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 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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△27,205 24,496

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,994 379

繰延ヘッジ損益 △178 116

為替換算調整勘定 34,295 71,176

その他の包括利益合計 32,122 71,672

四半期包括利益 4,916 96,168

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,916 96,168
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

Ⅰ  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) 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

Ⅱ  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) 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

（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）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形 

関連事業
物流機器 
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,963,692 380,633 3,344,325 ─ 3,344,325

セグメント間の内部売上高
  又は振替高

14,942 179 15,121 △ 15,121 ─

計 2,978,634 380,812 3,359,447 △ 15,121 3,344,325

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

6,167 △ 6,148 19 ― 19

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,043,170 275,591 3,318,762 ─ 3,318,762

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

20,516 ― 20,516 △ 20,516 ─

計 3,063,686 275,591 3,339,279 △ 20,516 3,318,762

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

46,800 △ 26,530 20,269 ― 20,269
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