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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２四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）における国内経済は、消費税率引き上げ

に伴う駆け込み需要の反動減が見受けられるものの、金融・財政政策の効果により、全体的に緩やかな回復基調で

推移いたしました。

 また、当社を取り巻く業界動向は、懸念されていた消費税増税による影響は限定的であり、円安による輸入品の

価格上昇という不安材料があるものの、当社業績に影響がある建築投資動向は堅調に推移いたしました。

 このような経済状況のもと、当社は今年度の重点推進課題として以下の項目を掲げ、全社一丸となって課題解決

に向けた取り組みを推進いたしました。

 ①信用拡大の根幹をなす「品質向上活動」の推進

 ②生産能力の整備・拡充

 ③顧客ニーズに根ざした「新製品開発及び製品改良活動」の推進

 ④「常に学び 研究し 創造する」人材育成

 当社が手がけるサイン製品の需要は下半期に偏る一方で、固定費はほぼ恒常的に発生するため、当社は利益が下

半期に偏るなど業績に季節的な変動があります。このため、上半期は営業損失、経常損失及び四半期純損失となる

傾向がありますが、当第２四半期累計期間は、景気回復を背景とした建築需要の拡大と、上記課題に対する取り組

みの結果、売上高が21億85百万円（前年同期比11.4％増）、営業利益は86百万円（前年同期比23.6％増）、経常利

益は70百万円（前年同期比32.9％増）、四半期純利益は40百万円（前年同期比61.7％増）となりました。なお当第

２四半期累計期間における営業利益及び経常利益は、それぞれ過去最高値を更新しております。

 

（２）財政状態に関する説明

（資産）

 当第２四半期会計期間末における流動資産は17億80百万円となり、前事業年度末に比べ３億74百万円減少いたし

ました。これは主に受取手形及び売掛金が４億10百万円減少したことによるものであります。固定資産は33億33百

万円となり、前事業年度末に比べ18百万円の増加となりました。

 この結果、総資産は、51億13百万円となり、前事業年度末に比べ３億55百万円減少いたしました。

（負債）

 当第２四半期会計期間末における流動負債は22億70百万円となり、前事業年度末に比べ２億０百万円減少いたし

ました。これは主に支払手形及び買掛金が１億85百万円減少したことによるものであります。固定負債は14億10百

万円となり、前事業年度末に比べ１億48百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が１億48百万円減少し

たことによるものであります。

 この結果、負債合計は、36億80百万円となり、前事業年度末に比べ３億48百万円減少いたしました。

（純資産）

 当第２四半期会計期間末における純資産は14億33百万円となり、前事業年度末に比べ６百万円減少いたしまし

た。これは主に当第２四半期累計期間において四半期純利益が40百万円生じたものの剰余金の配当が47百万円生じ

たことによるものであります。

 この結果、自己資本比率は28.0%（前年事業年度末は26.3%）となりました。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 業績予想につきましては、売上高が伸びたことから、平成27年３月期の第２四半期の業績予想を修正いたしまし

た。詳細につきましては、本日公表いたしました「平成27年３月期第２四半期累計期間における業績予想との差異

に関するお知らせ」をご参照ください。

 なお通期の予想につきましては、平成26年５月15日に「平成26年３月期決算短信」で公表しました業績予想に変

更はありません。

 

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

 該当事項はありません。

 

（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。
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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26年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 197,757 243,820 

受取手形及び売掛金 1,596,348 1,185,530 

電子記録債権 79,619 59,939 

商品及び製品 47,330 43,618 

仕掛品 51,839 60,338 

原材料及び貯蔵品 108,406 122,291 

その他 79,426 69,886 

貸倒引当金 △6,243 △5,079 

流動資産合計 2,154,485 1,780,346 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 764,913 748,143 

土地 1,422,080 1,422,080 

その他（純額） 339,089 353,636 

有形固定資産合計 2,526,083 2,523,860 

無形固定資産 25,200 31,431 

投資その他の資産    

投資有価証券 63,974 77,855 

投資不動産（純額） 430,276 425,217 

その他 275,836 282,715 

貸倒引当金 △6,957 △7,695 

投資その他の資産合計 763,130 778,093 

固定資産合計 3,314,414 3,333,385 

資産合計 5,468,899 5,113,731 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,086,104 901,020 

短期借入金 1,050,138 1,056,518 

未払法人税等 69,855 20,535 

賞与引当金 67,074 73,703 

その他 197,395 218,489 

流動負債合計 2,470,568 2,270,266 

固定負債    

長期借入金 1,137,064 988,410 

退職給付引当金 106,948 107,435 

役員退職慰労引当金 297,720 297,720 

資産除去債務 1,518 1,529 

その他 15,000 15,000 

固定負債合計 1,558,250 1,410,094 

負債合計 4,028,818 3,680,361 

純資産の部    

株主資本    

資本金 664,740 664,740 

資本剰余金 264,930 264,930 

利益剰余金 513,629 506,366 

自己株式 △8,648 △16,960 

株主資本合計 1,434,651 1,419,077 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 5,429 14,292 

評価・換算差額等合計 5,429 14,292 

純資産合計 1,440,081 1,433,369 

負債純資産合計 5,468,899 5,113,731 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 1,961,329 2,185,084 

売上原価 1,292,529 1,479,053 

売上総利益 668,800 706,030 

販売費及び一般管理費 598,877 619,628 

営業利益 69,922 86,402 

営業外収益    

受取利息 1,339 1,169 

受取配当金 2,252 977 

受取地代家賃 12,525 10,936 

その他 2,018 1,657 

営業外収益合計 18,136 14,740 

営業外費用    

支払利息 18,217 14,310 

債権保全利息 6,924 6,556 

不動産賃貸費用 8,273 8,149 

その他 1,405 1,372 

営業外費用合計 34,822 30,389 

経常利益 53,236 70,754 

特別損失    

固定資産除却損 3,988 1,431 

固定資産売却損 - 105 

投資有価証券評価損 2,000 - 

特別損失合計 5,988 1,537 

税引前四半期純利益 47,247 69,217 

法人税、住民税及び事業税 2,856 16,497 

法人税等調整額 19,236 12,035 

法人税等合計 22,093 28,533 

四半期純利益 25,154 40,683 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 47,247 69,217 

減価償却費 59,433 63,590 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 659 △426 

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,863 6,629 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,450 487 

受取利息及び受取配当金 △3,592 △2,146 

支払利息 18,217 14,310 

固定資産除却損 3,988 1,431 

固定資産売却損益（△は益） - 105 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,000 - 

売上債権の増減額（△は増加） 389,994 430,498 

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,766 △18,671 

仕入債務の増減額（△は減少） △288,594 △185,084 

その他の資産の増減額（△は増加） △3,346 △4,408 

その他の負債の増減額（△は減少） △155,564 △27,925 

小計 61,990 347,607 

利息及び配当金の受取額 3,592 2,146 

利息の支払額 △21,395 △14,058 

法人税等の支払額 △150,096 △65,278 

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,908 270,417 

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 △49,000 △49,000 

定期預金の払戻による収入 49,000 49,000 

有形固定資産の取得による支出 △11,953 △18,961 

有形固定資産の売却による収入 - 925 

無形固定資産の取得による支出 △3,279 △2,164 

投資有価証券の取得による支出 △153 △161 

投資有価証券の償還による収入 130,000 - 

敷金・保証金等の増減額（△は減少） △15,000 △15,475 

貸付けによる支出 △420 △1,810 

貸付金の回収による収入 7,441 11,894 

投資活動によるキャッシュ・フロー 106,634 △25,752 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） 240,000 50,000 

長期借入れによる収入 350,000 240,000 

長期借入金の返済による支出 △553,658 △432,274 

自己株式の取得による支出 △31 △8,312 

配当金の支払額 △39,907 △48,015 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,597 △198,601 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,871 46,063 

現金及び現金同等物の期首残高 93,249 91,757 

現金及び現金同等物の四半期末残高 90,377 137,820 
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（４）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）

 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）

自己株式の取得

 当社は平成26年５月19日開催の取締役会における自己株式の取得に関する決議に基づき、自己株式30,900株の取得

を行いました。この結果、第２四半期累計期間において自己株式が８百万円増加し、当第２四半期会計期間末におい

て自己株式が16百万円となっております。

 

- 7 -

㈱研創（7939） 
平成27年３月期　第２四半期決算短信




