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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年６月30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 ％

27年３月期第１四半期 7,419 △10.7 307 0.4 312 △2.0 231 0.7

26年３月期第１四半期 8,308 25.7 306 268.4 318 443.8 229 1,197.5

(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 250百万円 (△44.9％) 26年３月期第１四半期 454 百万円 ( 786.3％)
　

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

27年３月期第１四半期 22.97 －

26年３月期第１四半期 22.82 －
　

（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 ％

27年３月期第１四半期 28,981 14,570 50.3

26年３月期 27,623 14,410 52.2

(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 14,570 百万円 26年３月期 14,410 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

26年３月期 － 9.00 － 9.00 18.00

27年３月期 －

27年３月期(予想) 9.00 － 9.00 18.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 37,800 5.5 1,520 4.0 1,350 4.2 825 3.1 82.03

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 除外 － 社

（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 ： 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

（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) 27年３月期１Ｑ 10,331,546株 26年３月期 10,331,546株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 274,776株 26年３月期 274,776株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 10,056,770株 26年３月期１Ｑ 10,056,810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きの対象外であり、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き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

　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

「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。
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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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調が続いておりますが、消費税率引上げに

伴う駆け込み需要の反動による消費の衰勢が見られました。海外においては、中国での景気拡大テンポは緩やかにな

っているものの、米国の景気は回復基調にあり、世界の景気は全体として緩やかな成長基調が続きました。

当業界におきましては、消費税率引上げによる消費者マインドの弱まりから、百貨店展示会など中高級品を中心と

する販売が落込み、また増税前の駆け込み需要で、前期中に定番品などの在庫が積み増されたことから、当第1四半期

連結累計期間ではやや低調な推移となりました。しかし、すでに一部で持ち直しの動きも見え始めており、クリスマ

スの最大需要期に向かって今後は回復すると見込まれます。

当社グループにおきましても、消費税率引き上げなどにより前年同四半期比での売上高の減少を生じましたが、減

少は想定の範囲に留まりました。一方、売上の内容構成では定番的な製品の販売比率が減り、当社グループの開発力

や調達力を生かした付加価値の高い新製品や、新規販路向けの製品の販売比率が増えた結果、収益性は改善し、利益

面では前年同四半期並みの実績となりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は74億19百万円(前年同四半期比10.7％減)となりましたが、上記

による利益率の改善により、営業利益は3億7百万円(前年同四半期比0.4％増)、経常利益は3億12百万円(前年同四半期

比2.0％減)、四半期純利益は2億31百万円(前年同四半期比0.7％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資産は、前連結会計年度末に比べ13億57百万円増加し289億81百万円となりました。

主な要因はたな卸資産の増加8億60百万円、受取手形及び売掛金の減少4億1百万円、流動資産その他の増加2億24百万

円、投資その他の資産の増加4億78百万円等によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ11億97百万円増加し144億11百万円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金

の増加1億61百万円や、短期借入金の増加13億70百万円、未払法人税等の減少1億99百万円、流動負債その他の減少96

百万円等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億59百万円増加し145億70百万円となりました。主な要因は四半期純利益の計

上2億31百万円、為替換算調整勘定の減少45百万円、その他有価証券評価差額金の増加65百万円、配当金の支払90百万

円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成26年5月15日の「平成26年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結

業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,904,578 3,137,133

受取手形及び売掛金（純額） 4,602,512 4,200,883

商品及び製品 6,231,615 7,139,910

仕掛品 1,042,485 971,686

原材料及び貯蔵品 1,151,968 1,175,393

繰延税金資産 130,127 133,928

その他 281,285 505,483

流動資産合計 16,344,573 17,264,419

固定資産

有形固定資産

土地 5,131,640 5,130,323

その他（純額） 2,205,952 2,156,782

有形固定資産合計 7,337,593 7,287,106

無形固定資産

のれん 23,969 23,424

その他 713,040 723,900

無形固定資産合計 737,009 747,324

投資その他の資産 3,204,500 3,682,661

固定資産合計 11,279,103 11,717,092

資産合計 27,623,677 28,981,512

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,030,140 1,191,674

短期借入金 8,200,000 9,570,000

未払法人税等 322,363 122,989

賞与引当金 101,100 160,208

その他 1,242,630 1,146,624

流動負債合計 10,896,234 12,191,496

固定負債

長期借入金 1,042,190 957,192

繰延税金負債 228,267 264,560

役員退職慰労引当金 504,950 478,525

その他 541,905 519,635

固定負債合計 2,317,312 2,219,912

負債合計 13,213,547 14,411,409
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,013,529 3,013,529

資本剰余金 2,944,389 2,944,389

利益剰余金 7,702,607 7,843,166

自己株式 △156,392 △156,392

株主資本合計 13,504,133 13,644,692

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 547,322 612,521

為替換算調整勘定 358,674 312,888

その他の包括利益累計額合計 905,996 925,409

純資産合計 14,410,130 14,570,102

負債純資産合計 27,623,677 28,981,512
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 8,308,132 7,419,505

売上原価 5,879,774 5,044,477

売上総利益 2,428,357 2,375,027

販売費及び一般管理費 2,121,729 2,067,166

営業利益 306,628 307,861

営業外収益

受取利息 2,795 983

受取配当金 24,977 30,545

不動産賃貸料 5,808 7,891

為替差益 14,213 -

その他 9,209 20,124

営業外収益合計 57,002 59,544

営業外費用

支払利息 30,268 24,447

為替差損 - 14,403

地金品借料 9,756 11,193

その他 4,972 4,981

営業外費用合計 44,997 55,026

経常利益 318,633 312,379

特別利益

固定資産売却益 3,006 -

特別利益合計 3,006 -

特別損失

固定資産売却損 - 103

固定資産除却損 21 32

投資有価証券売却損 - 20

特別損失合計 21 157

税金等調整前四半期純利益 321,618 312,222

法人税、住民税及び事業税 99,891 85,018

法人税等調整額 △7,830 △3,865

法人税等合計 92,061 81,152

少数株主損益調整前四半期純利益 229,556 231,069

少数株主利益 37 -

四半期純利益 229,519 231,069
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 229,556 231,069

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 37,213 65,199

為替換算調整勘定 188,137 △45,785

その他の包括利益合計 225,350 19,413

四半期包括利益 454,907 250,483

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 454,870 250,483

少数株主に係る四半期包括利益 37 -
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（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）

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。
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