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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 12,830 1.6 1,302 26.1 1,404 23.9 824 23.9
25年3月期第2四半期 12,634 16.0 1,033 ― 1,133 ― 665 ―

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 81.70 ―
25年3月期第2四半期 65.91 ―

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 30,364 25,691 84.6
25年3月期 31,242 25,105 80.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  25,691百万円 25年3月期  25,105百万円

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 ― 15.00 ― 25.00 40.00
26年3月期 ― 20.00
26年3月期（予想） ― 30.00 50.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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 31,500 11.9 3,900 21.6 4,000 20.4 2,300 14.6 227.77



(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   ：  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 10,903,240 株 25年3月期 10,903,240 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 805,590 株 25年3月期 805,510 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 10,097,669 株 25年3月期2Q 10,097,827 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 
  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ます。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結
果となる可能性があります。 
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（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期会計期間の末日における財政状態は、総資産は３０３億６４百万円となり、前事業年度
末と比較して８億７７百万円の減少となりました。
　資産の部では、流動資産は２０７億４８百万円となり、前事業年度末と比較して５億９２百万円の減
少となりました。これは主に、現金及び預金１７億４７百万円等の増加と、受取手形及び売掛金２４億
４５百万円等の減少によるものであります。固定資産は９６億１６百万円となり、前事業年度末と比較
して２億８４百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産１億２９百万円の増加と、投資そ
の他の資産の保険積立金４億２７百万円等の減少によるものであります。
　負債の部では、流動負債は３２億９９百万円となり、前事業年度末と比較して１４億６７百万円の減
少となりました。これは主に、未払法人税等７億５４百万円、買掛金２億４５百万円、流動負債「その
他」に含まれる未払金２億２７百万円等の減少等によるものであります。固定負債は１３億７４百万円
となり、前事業年度末と比較して４百万円の増加となりました。
　純資産の部では、２５６億９１百万円となり、前事業年度末と比較して５億８５百万円の増加となり
ました。これは利益剰余金の増加等によるものであります。以上の結果、自己資本比率は８４．６％と
なりました。

そ の 他

合 計 １５，６９９ 103.2 １１，２００ 108.7 

３８９ 72.9  

固 定 間 仕 切

ト イ レ ブ ー ス

移 動 間 仕 切

ロ ー 間 仕 切

金 額
前年同
四半期比

(％)
金 額

前年同
四半期比

(％)

１１８ 72.6  

２９２ 92.1  ６７ 86.0  

111.1 

２，３１５ 89.4  １，８５２ 91.9  

１２，８３０ 101.6 

98.4  

５，３６６ 121.6 ４，９８２ 123.2 

３，０５６ 104.3 ２，１２２

２９８ 99.9  

４２４ 75.6  

２，２６１ 99.7  

１，８６５ 105.7 

４，２７８ 96.8  ２，０５６

４，０６８ 111.0 

可 動 間 仕 切

品　目 金 額

96.0  ３，９１１

前年同
四半期比

(％)

（単位：百万円）

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府が打ち出した経済政策および日銀の金融緩和によ
り、その効果も徐々に現れ、明るい兆しが見えてきました。
　このような状況にあって当社は、ものづくりの原点である品質第一を最重要テーマに掲げ、最新設備
を導入して生産体制の整備を推進してまいりました。
　また、個別工事案件ごとに適正な利益率の確保を念頭に置き、全国大口顧客への拡販の強化とともに、
地域の顧客に密着した受注活動を行ってきました。
　その結果、当第２四半期累計期間における売上高は、上場以来過去最高の１２８億３０百万円となり、
前年同四半期と比較して１．６％の増加となりました。品目別では、主要品目の固定間仕切、移動間仕
切、用途別では、事務所・オフィス、学校・体育施設を中心に好調に推移しております。
　利益面につきましては、生産部門において、昨年から実施してきた設備投資をさらに加速させ、品質
向上に加えて、一層のスピードアップと生産性の向上を図ったこと、また、設計部門において、作図の
自動化、標準化による設計システムの整備を推進して業務効率を改善できたことなどにより、売上総利
益率が前年同四半期比２．９ポイント向上し、営業利益は１３億２百万円（前年同四半期比２６．１％
増）、経常利益は１４億４百万円（前年同四半期比２３．９％増）、四半期純利益は８億２４百万円
（前年同四半期比２３．９％増）の増収増益となりました。

品目別売上高、受注高及び受注残高

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

売 上 高

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

受 注 高 受 注 残 高

期　別
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  該当事項はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　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

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成２６年３月期の業績予想につきましては、平成２５年７月１８日に公表いたしました数値から
変更はございません。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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。

　当第２四半期累計期間の末日における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、７１億８１
百万円（前年同四半期累計期間末は４９億１３百万円）となりました。なお、当第２四半期累計期間に
おけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　　営業活動により増加した資金は、２０億４０百万円（前年同四半期は１６億３８百万円の増加）と
　なりました。これは主に、売上債権の減少額２４億１２百万円、税引前四半期純利益１３億７３百万
　円等の増加と、法人税等の支払額１２億２６百万円、仕入債務の減少額２億４５百万円等の減少によ
　るものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　　投資活動により増加した資金は、５９百万円（前年同四半期は３億７百万円の使用）となりました。
　これは主に、保険積立金の払戻による収入６億２６百万円、定期預金の払戻と預入に伴う純収入１億
　円等と、有形固定資産の取得による支出４億９９百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　　財務活動の結果使用した資金は、２億５２百万円（前年同四半期は１億５１百万円の使用）となり
　ました。これは配当金の支払額等によるものであります。
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４．四半期財務諸表 
（1）四半期貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,833 11,581

受取手形及び売掛金 10,316 7,870

電子記録債権 225 253

有価証券 0 －

製品 82 94

仕掛品 134 227

原材料及び貯蔵品 232 250

その他 587 527

貸倒引当金 △72 △56

流動資産合計 21,340 20,748

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,449 5,384

機械装置及び運搬具 3,820 3,937

土地 3,670 3,670

その他 824 943

減価償却累計額 △6,861 △6,902

有形固定資産合計 6,904 7,033

無形固定資産 319 296

投資その他の資産   

保険積立金 1,692 1,264

その他 1,031 1,073

貸倒引当金 △46 △51

投資その他の資産合計 2,677 2,286

固定資産合計 9,901 9,616

資産合計 31,242 30,364

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,378 1,132

未払法人税等 1,258 503

賞与引当金 879 820

その他 1,250 842

流動負債合計 4,766 3,299

固定負債   

退職給付引当金 1,134 1,159

役員退職慰労引当金 211 193

その他 23 21

固定負債合計 1,369 1,374

負債合計 6,136 4,673
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,099 3,099

資本剰余金 3,031 3,031

利益剰余金 19,783 20,356

自己株式 △842 △842

株主資本合計 25,073 25,645

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32 45

評価・換算差額等合計 32 45

純資産合計 25,105 25,691

負債純資産合計 31,242 30,364
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（2）四半期損益計算書 
 (第２四半期累計期間) 

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 
(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 12,634 12,830

売上原価 8,357 8,120

売上総利益 4,276 4,710

販売費及び一般管理費 3,243 3,407

営業利益 1,033 1,302

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 3 4

受取保険金 85 87

受取家賃 13 13

その他 3 3

営業外収益合計 110 112

営業外費用   

売上割引 9 11

営業外費用合計 9 11

経常利益 1,133 1,404

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 0 2

特別利益合計 0 3

特別損失   

固定資産除売却損 6 33

特別損失合計 6 33

税引前四半期純利益 1,127 1,373

法人税、住民税及び事業税 545 479

法人税等調整額 △83 68

法人税等合計 461 548

四半期純利益 665 824
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（3）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,127 1,373

減価償却費 299 291

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △11

受取利息及び受取配当金 △7 △8

売上債権の増減額（△は増加） 1,115 2,412

たな卸資産の増減額（△は増加） △51 △122

仕入債務の増減額（△は減少） △330 △245

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △18

その他 △36 △437

小計 2,092 3,260

利息及び配当金の受取額 6 6

法人税等の支払額 △459 △1,226

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,638 2,040

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △3,000 △3,100

定期預金の払戻による収入 2,500 3,200

有形固定資産の取得による支出 △204 △499

有形固定資産の売却による収入 1 0

無形固定資産の取得による支出 △34 △44

投資有価証券の取得による支出 － △9

投資有価証券の売却による収入 0 5

保険積立金の払戻による収入 427 626

その他 2 △119

投資活動によるキャッシュ・フロー △307 59

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △151 △252

財務活動によるキャッシュ・フロー △151 △252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,180 1,847

現金及び現金同等物の期首残高 3,732 5,333

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,913 7,181
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（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。

（４）四半期財務諸表に関する注記事項
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