
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

       

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無  

(百万円未満切捨て)

１．平成25年９月期第１四半期の連結業績（平成24年10月１日～平成24年12月31日）
（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 ％

25年９月期第１四半期 780 △21.4 △53 － △23 － △23 －
24年９月期第１四半期 993 6.5 2 △61.8 10 413.8 69 －

(注) 包括利益 25年９月期第１四半期 4百万円(△93.8％) 24年９月期第１四半期 74百万円( －％)

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

25年９月期第１四半期 △10.39 －
24年９月期第１四半期 30.04 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年９月期第１四半期 4,326 2,144 49.6
24年９月期 4,322 2,173 50.3

(参考) 自己資本 25年９月期第１四半期 2,144百万円 24年９月期 2,173百万円

２．配当の状況

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９月期 － 0.00 － 15.00 15.00
25年９月期 －

25年９月期(予想) 0.00 － 15.00 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

なお、平成24年９月期期末配当（15円00銭）の内訳につきましては、普通配当12円00銭、創立60周年記念配当3円00
銭となっております。

３．平成25年９月期の連結業績予想（平成24年10月１日～平成25年９月30日）

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) － － － － － － － － －
通期 4,180 12.5 180 198.2 175 299.5 163 75.1 70.94

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

なお、平成25年９月期第２四半期（累計）の連結業績予想につきましては、不透明な経済環境などにより現時点での
合理的な業績予想の算定ができないことから記載しておりません。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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年９月期１Ｑ 2,298,500株 24年９月期 2,298,500株

② 期末自己株式数 25年９月期１Ｑ 126株 24年９月期 126株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年９月期１Ｑ 2,298,374株 24年９月期１Ｑ 2,298,374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のレビュー手続は終了していません。

※ 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、添付資料P２「連結業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要などにより緩やかな景気

の回復基調が見られたものの、長引く欧州経済の停滞や円高に加え、一部の新興国の経済成長鈍化懸念や

外交問題による経済への悪影響等があり、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しました。 

  このような中、当社グループの主要販売先である事務機器業界、生産設備機器業界での減産の影響によ

り、当第１四半期連結累計期間の売上高は、780,626千円（前年同四半期比212,513千円減）となりまし

た。 

  利益面につきましては、経常損失が23,190千円（前年同四半期は10,279千円の経常利益）、四半期純損

失が23,879千円（前年同四半期は69,037千円の純利益）となりました。 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ4,389千円増加の4,326,940千

円となりました。流動資産は受取手形及び売掛金が32,183千円減少したこと等により1,787,516千円とな

りました。固定資産は投資有価証券が22,667千円増加したこと等により2,539,424千円となりました。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ34,288千円増加の2,182,919

千円となりました。流動負債は1年内償還予定の社債が33,000千円増加したこと等により1,031,366千円と

なりました。固定負債は長期借入金が37,254千円減少しましたが、社債が67,000千円増加したこと等によ

り1,151,553千円となりました。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ29,899千円減少の

2,144,021千円となりました。株主資本合計は利益剰余金が58,354千円減少したことにより2,138,592千円

となりました。 

  

平成25年９月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月９日に公表いたしました数値から変更

はありません。また、業績予想につきましては、本資料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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想と異なる可能性があります。なお、平

成25年９月期第２四半期（累計）の連結業績予想につきましては、不透明な経済環境により現時点での

合理的な業績予想の算定ができないことから記載しておりません。業績の進捗を踏まえ、算定が可能と

なり次第、速やかに開示致します。  

  

（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、当第１四半期連結会計期間より、平成24年10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。  

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える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

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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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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24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 780,358 764,455

受取手形及び売掛金 656,113 623,930

商品及び製品 160,392 186,720

仕掛品 32,659 36,619

原材料及び貯蔵品 49,013 55,248

前払費用 17,381 14,591

繰延税金資産 65,848 64,794

その他 27,984 41,156

流動資産合計 1,789,752 1,787,516

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,787,388 1,788,559

減価償却累計額 △926,509 △938,688

建物及び構築物（純額） 860,879 849,871

土地 1,286,541 1,286,541

その他 2,248,295 2,264,583

減価償却累計額 △2,080,790 △2,102,802

その他（純額） 167,505 161,780

建設仮勘定 3,272 －

有形固定資産合計 2,318,198 2,298,193

無形固定資産 14,092 11,522

投資その他の資産   

投資有価証券 72,198 94,866

その他 136,657 143,190

貸倒引当金 △8,347 △8,347

投資その他の資産合計 200,508 229,709

固定資産合計 2,532,799 2,539,424

資産合計 4,322,551 4,326,940
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(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 515,288 503,158

短期借入金 249,016 249,016

1年内償還予定の社債 114,000 147,000

未払金 31,471 30,135

未払法人税等 11,649 2,504

その他 103,226 99,552

流動負債合計 1,024,651 1,031,366

固定負債   

社債 117,500 184,500

長期借入金 248,456 211,202

繰延税金負債 468,503 464,897

退職給付引当金 170,765 174,854

役員退職慰労引当金 99,055 100,430

その他 19,699 15,669

固定負債合計 1,123,978 1,151,553

負債合計 2,148,630 2,182,919

純資産の部   

株主資本   

資本金 460,421 460,421

資本剰余金 380,421 380,421

利益剰余金 1,356,160 1,297,805

自己株式 △56 △56

株主資本合計 2,196,947 2,138,592

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,971 △233

繰延ヘッジ損益 － △1,719

為替換算調整勘定 △21,055 7,381

その他の包括利益累計額合計 △23,026 5,428

純資産合計 2,173,920 2,144,021

負債純資産合計 4,322,551 4,326,940
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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23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 993,140 780,626

売上原価 583,830 439,021

売上総利益 409,310 341,605

販売費及び一般管理費 406,445 395,410

営業利益又は営業損失（△） 2,864 △53,805

営業外収益   

受取利息 1,511 390

受取配当金 190 190

不動産賃貸料 2,127 2,602

為替差益 9,188 12,049

投資有価証券評価損戻入益 － 20,930

その他 675 520

営業外収益合計 13,692 36,682

営業外費用   

支払利息 2,820 2,346

債権売却損 1,798 1,720

不動産賃貸費用 640 684

社債発行費 － 1,309

その他 1,019 6

営業外費用合計 6,277 6,067

経常利益又は経常損失（△） 10,279 △23,190

特別損失   

固定資産除却損 13 －

特別損失合計 13 －

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（△）

10,266 △23,190

法人税、住民税及び事業税 5,447 2,281

法人税等調整額 △64,218 △1,592

法人税等合計 △58,770 688

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（△）

69,037 △23,879

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 69,037 △23,879
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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23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

69,037 △23,879

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △764 1,737

繰延ヘッジ損益 108 △1,719

為替換算調整勘定 4,335 24,761

持分法適用会社に対する持分相当額 1,383 3,675

その他の包括利益合計 5,063 28,455

四半期包括利益 74,100 4,576

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 74,100 4,576

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

                                                                       以 上 

（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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