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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のわが国経済は政府の経済政策等により企業収益や雇用情勢が改善されるなど、緩や

かな景気回復の動きが持続しました。しかしながら、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動影響が見られ、

また、円安による原材料価格・エネルギーコストの上昇もあって、先行きは不透明な状況となっています。

このような状況の下、当社グループは２０１４年度の経営スローガンを「昨日と違う今日を創るため 常識の壁

を破り 感性で行動します」と定め、これまでの常識にとらわれること無く、知識と経験、データに基づく感性豊

かな大胆な発想力と行動力により、大きな飛躍への一歩を踏み出す年度とすべく、活動してまいりました。しかし

ながら、売上高は前年同期比０.７％減の１２億円（前年同期１２億９百万円）となり、利益面では、生産部門にお

ける原価低減の推進や経費管理の徹底を継続的に取り組みましたものの、前年同期の退職給付信託資産の運用状況

好転影響が無くなったことを主因に、営業利益で同３９.９％減の６千３百万円（同１億５百万円）、経常利益で同

４７.４％減の４千４百万円（同８千４百万円）、四半期純利益で同４４.０％減の２千３百万円（同４千１百万円）

となりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①金属製品事業

国内売上は前年同期に比べ減少しました。ハンドツール部門では電設工具が拡販施策により増加したものの、

前年同期のレンチ類におけるＯＥＭ品需要等が無くなったことにより減少し、ファスニング部門では、新型エア

ーリベッター・コードレスリベッターの好調な販売は継続しておりますが、工業用ファスナーは大型案件需要が

低調となり減少しました。切削工具部門ではＯＥＭ品需要が落ち着きを見せたことにより、減少いたしました。

海外売上は前年同期に比べ増加しており、ハンドツール部門では韓国向けの電設工具の減少はありましたが、拡

販努力により、プライヤ類は大幅に増加しました。その結果、金属製品事業の合計売上高は前年同期比０.５％減

の１１億３千９百万円（前年同期１１億４千６百万円）となりました。利益面では、前述の前年同期の退職給付

信託資産の運用状況好転影響が無くなったことを主因に、営業利益が同５４.３％減の３千４百万円（同７千４百

万円）となりました。

　

②レジャーその他事業

ゴルフ練習場への入場者数は前年同期に対しほぼ横ばいとなりましたものの、消費税率引き上げに関する価格

転嫁対応を第２四半期以降としたことに加え、お客様一人当たり売上高の低下傾向継続もあって、売上高は前年

同期比４.５％減の６千万円（前年同期６千３百万円）となり、営業利益は、同５.１％減の２千９百万円（同３

千１百万円）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における総資産は６７億８千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ３千５百万

円増加しました。

（資産）

流動資産は前連結会計年度末比５千４百万円増の４１億５千４百万円となりました。これは主に受取手形及び

売掛金が減少する一方で、現金及び預金やたな卸資産が増加したことによるものです。

　固定資産は同１千９百万円減の２６億３千万円となりました。これは主に投資有価証券の時価評価による増加

がありましたものの、減価償却による有形固定資産の減少があったことによるものです。

　

（負債）

流動負債は前連結会計年度末比１千６百万円増の３０億１千１百万円となりました。これは主に未払法人税等

の減少がありましたが、買掛金や未払費用が増加したことによるものです。

　固定負債は同２千５百万円増の９億９千４百万円となりました。これは主にリース債務の減少はありましたが、

長期借入金が増加したことによるものです。
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（純資産）

純資産は前連結会計年度末に比し７百万円減少し、２７億７千９百万円となりました。これは四半期純利益の

計上による利益剰余金及び投資有価証券の時価評価に伴うその他有価証券評価差額金の増加がありましたが、配

当支出に伴う利益剰余金の減少によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期業績は、概ね当初に想定した範囲内で推移しており、平成２６年５月１２日に発表いたしました

業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、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。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）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。
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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 1,518,945 1,655,198

受取手形及び売掛金 1,175,010 924,380

商品及び製品 815,873 928,438

仕掛品 236,064 237,534

原材料及び貯蔵品 183,125 210,740

その他 176,745 203,066

貸倒引当金 △5,275 △4,545

流動資産合計 4,100,490 4,154,814

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 870,781 855,339

土地 738,508 738,508

その他（純額） 588,449 567,130

有形固定資産合計 2,197,739 2,160,978

無形固定資産 29,855 28,879

投資その他の資産 421,805 440,348

固定資産合計 2,649,400 2,630,206

資産合計 6,749,890 6,785,021

負債の部

流動負債

買掛金 270,848 293,763

短期借入金 2,123,474 2,156,773

未払法人税等 137,589 45,005

その他 462,320 515,634

流動負債合計 2,994,232 3,011,176

固定負債

長期借入金 777,580 808,033

役員退職慰労引当金 3,120 3,120

退職給付に係る負債 36,568 41,122

その他 151,237 142,008

固定負債合計 968,505 994,284

負債合計 3,962,738 4,005,460

純資産の部

株主資本

資本金 960,000 960,000

資本剰余金 491,045 491,045

利益剰余金 1,296,594 1,272,605

自己株式 △148,784 △148,784

株主資本合計 2,598,856 2,574,866

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 69,329 83,510

その他の包括利益累計額合計 69,329 83,510

少数株主持分 118,966 121,183

純資産合計 2,787,152 2,779,561

負債純資産合計 6,749,890 6,785,021
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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 1,209,822 1,200,803

売上原価 767,280 776,748

売上総利益 442,542 424,055

販売費及び一般管理費 336,543 360,315

営業利益 105,998 63,739

営業外収益

受取利息 817 37

受取配当金 2,718 2,916

為替差益 1,782 -

受取家賃 1,847 1,924

その他 655 1,550

営業外収益合計 7,822 6,428

営業外費用

支払利息 14,068 12,366

売上割引 12,835 12,524

その他 2,826 1,004

営業外費用合計 29,729 25,895

経常利益 84,090 44,272

税金等調整前四半期純利益 84,090 44,272

法人税等 41,339 19,434

少数株主損益調整前四半期純利益 42,751 24,837

少数株主利益 1,591 1,776

四半期純利益 41,160 23,061
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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 42,751 24,837

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,311 14,622

その他の包括利益合計 6,311 14,622

四半期包括利益 49,063 39,459

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 47,595 37,243

少数株主に係る四半期包括利益 1,467 2,216
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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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 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)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
四半期連結損
益計算書計上
額(注)２金属製品事業

レジャーその他
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,146,070 63,751 1,209,822 ― 1,209,822 1,209,822

セグメント間の
内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,146,070 63,751 1,209,822 ― 1,209,822 1,209,822

セグメント利益 74,978 31,019 105,998 ― 105,998 105,998

(注) １ 当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

Ⅱ 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)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
四半期連結損
益計算書計上
額(注)２金属製品事業

レジャーその他
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,139,891 60,912 1,200,803 ― 1,200,803 1,200,803

セグメント間の
内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,139,891 60,912 1,200,803 ― 1,200,803 1,200,803

セグメント利益 34,297 29,441 63,739 ― 63,739 63,739

(注) １ 当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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