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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6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1四半期 1,235 △5.3 94 0.3 105 0.6 64 0.4
25年3月期第1四半期 1,304 △10.0 94 16.2 104 12.7 64 16.6

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 22.10 ―
25年3月期第1四半期 22.00 ―

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 4,642 2,859 61.6 972.38
25年3月期 4,678 2,840 60.7 965.87
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  2,859百万円 25年3月期  2,840百万円

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 ― 10.00 ― 15.00 25.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 10.00 ― 15.00 25.00

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、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) 2,700 4.1 215 18.5 230 16.1 140 14.4 47.60
通期 5,700 4.9 540 3.8 575 3.9 350 10.3 119.01



(1) 四半期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Ｐ．３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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1Q 4,587,836 株 25年3月期 4,587,836 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,646,964 株 25年3月期 1,646,964 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 2,940,872 株 25年3月期1Q 2,940,872 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
四半期財務諸表に対する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 
 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、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Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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）経営成績に関する説明 

    当第１四半期累計期間における住宅向けの管工機材業界におきましては、政府の税制上の優遇策や各種施策の

効果などにより新設住宅着工戸数は前年の水準を上回っており、緩やかながらも回復傾向が見られました。 

    しかしながら、同業他社との競合による市場価格の下落や円安傾向による材料相場の上昇の影響などにより、

市場環境は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

    このような事業環境のなか、当社では、効率を重視した営業活動の強化とともに、自社ブランド製品の充実、

物流サービスの強化等に積極的に取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。 

    この結果、当事業年度における売上高は12億３千５百万円（前年同四半期比5.3％減）となりました。利益面

では、営業利益は９千４百万円（前年同四半期比0.3％増）、経常利益は１億５百万円（前年同四半期比0.6％

増）となり、四半期純利益は６千４百万円（前年同四半期比0.4％増）となりました。  

  

（２）財政状態に関する説明 

   資産、負債及び純資産の状況 

   （イ）資産 

        流動資産の残高は、前事業年度末に比べて２千９百万円減少し、37億６千５百万円となりました。 

        これは主に、現金及び預金が１億４千２百万円増加したものの、売上債権が１億６千８百万円減少したこ

とによるものであります。 

        固定資産の残高は、前事業年度末に比べて６百万円減少し、８億７千６百万円となりました。 

        この結果、総資産は、前事業年度末に比べて３千６百万円減少し、46億４千２百万円となりました。 

  

   （ロ）負債 

        流動負債の残高は、前事業年度末に比べて２千８百万円減少し、17億２百万円となりました。   

       これは主に、未払法人税等が３千５百万円減少したことや有利子負債が２千５百万円減少したことによる

ものであります。 

        固定負債の残高は、前事業年度末に比べて２千７百万円減少し、８千万円となりました。 

        これは主に、有利子負債の減少によるものであります。 

        この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて５千５百万円減少し、17億８千３百万円となりました。 

  

   （ハ）純資産 

        純資産合計は、前事業年度末に比べて、１千９百万円増加し、28億５千９百万円となりました。 

        これは主に、配当金の支払いによる減少はあったものの、四半期純利益６千４百万円を計上したことによ

るものであります。 

   

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

    第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点において平成25年５月10日付「平成25年３月

期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」にて公表いたしました業績予想数値に変更はございません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。 

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,123,787 1,266,716

受取手形及び売掛金 1,888,149 1,719,774

商品及び製品 715,506 712,589

貯蔵品 13,427 12,131

その他 55,943 55,673

貸倒引当金 △1,000 △900

流動資産合計 3,795,815 3,765,984

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 59,940 58,933

土地 343,294 343,294

その他（純額） 27,032 22,964

有形固定資産合計 430,267 425,193

無形固定資産 17,195 16,310

投資その他の資産   

投資有価証券 163,807 161,111

繰延税金資産 86,471 87,431

その他 187,169 188,535

貸倒引当金 △1,870 △1,870

投資その他の資産合計 435,578 435,207

固定資産合計 883,041 876,711

資産合計 4,678,856 4,642,695
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,096,075 1,123,780

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 214,296 189,242

未払法人税等 77,708 42,517

賞与引当金 45,700 23,000

その他 97,121 124,189

流動負債合計 1,730,901 1,702,729

固定負債   

長期借入金 28,520 －

役員退職慰労引当金 71,858 73,251

その他 7,070 7,070

固定負債合計 107,448 80,321

負債合計 1,838,350 1,783,051

純資産の部   

株主資本   

資本金 564,952 564,952

資本剰余金 119,774 119,774

利益剰余金 4,077,903 4,098,778

自己株式 △1,966,271 △1,966,271

株主資本合計 2,796,357 2,817,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44,148 42,411

評価・換算差額等合計 44,148 42,411

純資産合計 2,840,506 2,859,644

負債純資産合計 4,678,856 4,642,695
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,304,332 1,235,254

売上原価 904,502 845,683

売上総利益 399,829 389,570

販売費及び一般管理費 305,141 294,603

営業利益 94,688 94,967

営業外収益   

受取配当金 2,186 2,690

仕入割引 12,505 11,658

その他 2,780 2,109

営業外収益合計 17,472 16,457

営業外費用   

支払利息 1,943 1,039

売上割引 5,518 5,098

営業外費用合計 7,462 6,137

経常利益 104,698 105,287

税引前四半期純利益 104,698 105,287

法人税等合計 40,000 40,300

四半期純利益 64,698 64,987
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  該当事項はありません。     

   

  該当事項はありません。   

   

（３）四半期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）

ミヤコ株式会社（3424） 平成26年3月期　第1四半期 決算短信(非連結） 

-7-


