
第４ 【経理の状況】 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成25年11月１日か

ら平成26年１月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年８月１日から平成26年１月31日まで)に係る

四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

当社には子会社がないため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  

１．四半期財務諸表の作成方法について

２．監査証明について

３．四半期連結財務諸表について
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１【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７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成26年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,911,323 1,874,616

受取手形及び売掛金 992,459 988,992

仕掛品 378,706 308,157

原材料及び貯蔵品 295,024 273,047

未収入金 ※  107,539 ※  138,008

その他 72,840 108,507

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 3,757,888 3,691,323

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 498,032 494,291

土地 298,125 298,125

その他（純額） 11,376 16,765

有形固定資産合計 807,534 809,182

無形固定資産 7,597 14,503

投資その他の資産 88,311 87,964

固定資産合計 903,443 911,650

資産合計 4,661,332 4,602,974

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,260,727 796,524

未払法人税等 57,385 10,942

前受金 4,091 464,469

役員賞与引当金 7,900 －

製品保証引当金 19,354 13,010

その他 353,233 339,837

流動負債合計 1,702,692 1,624,785

固定負債   

退職給付引当金 37,891 37,248

役員退職慰労引当金 54,300 50,930

固定負債合計 92,191 88,178

負債合計 1,794,884 1,712,964
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成26年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 251,577 251,577

資本剰余金 282,269 282,269

利益剰余金 2,344,378 2,365,912

自己株式 △19,825 △19,848

株主資本合計 2,858,398 2,879,909

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,049 10,099

評価・換算差額等合計 8,049 10,099

純資産合計 2,866,448 2,890,009

負債純資産合計 4,661,332 4,602,974
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年８月１日 
 至 平成26年１月31日) 

売上高 2,339,632 1,989,682

売上原価 1,779,724 1,461,587

売上総利益 559,908 528,094

販売費及び一般管理費 ※  493,332 ※  455,836

営業利益 66,576 72,258

営業外収益   

受取利息 368 127

受取配当金 115 126

為替差益 10,772 1,182

その他 3,633 1,988

営業外収益合計 14,890 3,424

営業外費用   

支払利息 1,103 1,096

その他 0 0

営業外費用合計 1,103 1,096

経常利益 80,362 74,586

特別利益   

固定資産売却益 － 190

特別利益合計 － 190

特別損失   

固定資産除却損 64 246

特別損失合計 64 246

税引前四半期純利益 80,297 74,531

法人税、住民税及び事業税 39,466 8,822

法人税等調整額 △15,434 13,067

法人税等合計 24,031 21,889

四半期純利益 56,266 52,641
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年８月１日 
 至 平成26年１月31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 80,297 74,531

減価償却費 20,056 20,538

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △7,900

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,980 △3,370

受取利息及び受取配当金 △483 △253

支払利息 1,103 1,096

売上債権の増減額（△は増加） 101,864 3,467

たな卸資産の増減額（△は増加） 126,435 91,138

未収入金の増減額（△は増加） △81,065 △30,469

仕入債務の増減額（△は減少） △245,813 △464,202

前受金の増減額（△は減少） 151,757 460,378

その他 1,173 △86,837

小計 159,306 58,116

利息及び配当金の受取額 628 286

利息の支払額 △1,103 △1,096

法人税等の支払額 △524 △54,563

法人税等の還付額 29,586 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 187,892 2,743

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 △118,367 △118,419

定期預金の払戻による収入 100,311 100,407

有形固定資産の取得による支出 △22,437 △4,254

無形固定資産の取得による支出 － △5,520

その他 △725 190

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,218 △27,595

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 － △23

配当金の支払額 △29,280 △31,026

ストックオプションの行使による収入 440 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,840 △31,049

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,772 1,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 128,606 △54,719

現金及び現金同等物の期首残高 1,423,328 1,771,916

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,551,934 ※  1,717,196
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【注記事項】 

(四半期貸借対照表関係) 

  ※  ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 

  

  

(四半期損益計算書関係) 

  ※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

  

  

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

  ※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次

のとおりであります。 

  

  

 
前事業年度 

(平成25年７月31日)
当第２四半期会計期間 
(平成26年１月31日)

未収入金 107,141千円 137,649千円 
 

  (自  平成24年８月１日 
至  平成25年１月31日) 

前第２四半期累計期間
(自  平成25年８月１日 
至  平成26年１月31日) 

当第２四半期累計期間

給与手当 145,254千円 146,522千円 

役員退職慰労引当金繰入額 3,980千円 3,630千円 

製品保証引当金繰入額 12,304千円 5,658千円 
 

  (自  平成24年８月１日 
至  平成25年１月31日) 

前第２四半期累計期間
(自  平成25年８月１日 
至  平成26年１月31日) 

当第２四半期累計期間

現金及び預金 1,652,301千円 1,874,616千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △100,367千円 △157,419千円 

現金及び現金同等物 1,551,934千円 1,717,196千円 
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(株主資本等関係) 

前第２四半期累計期間(自  平成24年８月１日  至  平成25年１月31日) 

１  配当金支払額 

  

  

２  基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末

日後となるもの 

  

  

当第２四半期累計期間(自  平成25年８月１日  至  平成26年１月31日) 

１  配当金支払額 

  

  

２  基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末

日後となるもの 

  

  

(金融商品関係) 

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認め

られないため、記載を省略しております。 

  

(有価証券関係) 

有価証券が当社の事業の運営において重要なものとなっていないため、記載を省略しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月25日 
定時株主総会 

普通株式 31,042 3.50 平成24年７月31日 平成24年10月26日 利益剰余金
 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月５日 
取締役会 

普通株式 31,059 3.50 平成25年１月31日 平成25年４月５日 利益剰余金
 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月25日 
定時株主総会 

普通株式 31,107 3.50 平成25年７月31日 平成25年10月28日 利益剰余金
 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年３月４日 
取締役会 

普通株式 31,107 3.50 平成26年１月31日 平成26年４月４日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

当社は、自動包装機械製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注)  当第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

第53期(平成25年８月１日から平成26年７月31日まで)中間配当について、平成26年３月４日開催の取締

役会において、平成26年１月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを

決議いたしました。 

①  配当金の総額                                  31,107千円 

②  １株当たりの金額                                ３円50銭 

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成26年４月４日 

  

項目 (自  平成24年８月１日 
至  平成25年１月31日) 

前第２四半期累計期間
(自  平成25年８月１日 
至  平成26年１月31日) 

当第２四半期累計期間

(1) １株当たり四半期純利益金額 6.34円 5.92円 

    (算定上の基礎)     

    四半期純利益金額(千円) 56,266 52,641 

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 56,266 52,641 

    普通株式の期中平均株式数(株) 8,873,914 8,887,835 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 6.33円 ― 

    (算定上の基礎)     

    四半期純利益調整額(千円) ― ― 

    普通株式増加数(株) 11,976 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 

― ― 

 

２ 【その他】
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