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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

26年3月期第2四半期 9,607 △1.6 1,221 △18.5 1,280 △12.9 798 △14.7
25年3月期第2四半期 9,766 △9.4 1,499 △12.8 1,470 △11.9 936 △8.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,197百万円 （79.6％） 25年3月期第2四半期 666百万円 （△14.7％）

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2四半期 32.28 ―
25年3月期第2四半期 37.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 36,826 29,627 80.5
25年3月期 35,731 28,629 80.1
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  29,627百万円 25年3月期  28,629百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
26年3月期 ― 8.00
26年3月期（予想） ― 8.00 16.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 20,200 7.3 2,700 12.8 2,750 9.0 1,700 6.9 68.69



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
半期財務諸表のレビュー手続は実施中であります。 

※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。 
実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、世界経済・競合状況・為替の変動等に関わるリスクなどがありますが、業績に影響を与える要因は
これらに限定されるものではありません。 
なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「（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。 

※  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2Q 25,042,406 株 25年3月期 25,042,406 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 294,188 株 25年3月期 291,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 24,749,317 株 25年3月期2Q 24,751,804 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融政策を背景に緩やかな回復基調が

継続しておりますが、設備投資については、持ち直しの動きはあるものの力強さに欠ける状況にあります。また世

界経済は、欧州経済の弱さや中国経済にはっきりした改善がみられないことなどから不確実性は引き続き大きく、

先行き不透明な状況が続いております。 

  

 このような環境の中、産業機器分野向けシール製品は、低調な設備投資や電力案件が一段落したことの影響を受

け、売上高は前年同期を下回りました。一方、電子機器関連事業の半導体・液晶製造装置関連業界向けピラフロン

製品は半導体市況に持ち直しの動きが見られ、売上高は前年同期を上回りました。 

  

 この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高96億７百万円（前年同期比1.6％

減）、経常利益12億80百万円（前年同期比12.9％減）、四半期純利益７億98百万円（前年同期比14.7％減）となり

ました。 

  

 連結売上高をセグメント別に見ますと、産業機器関連事業は44億62百万円（前年同期比14.7％減）、電子機器関

連事業は51億17百万円（前年同期比13.7％増）、その他部門（不動産賃貸）は26百万円（前年同期比15.9％減）と

なりました。 

 また、営業利益のセグメント別につきましては、産業機器関連事業は６億28百万円（前年同期比41.1％減）、電

子機器関連事業は５億85百万円（前年同期比34.7増）、その他部門（不動産賃貸）は７百万円（前年同期比23.5 

％減）となりました。 

   

  （２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間の総資産は、有形固定資産は減少しましたが、現金及び預金並びに投資有価証券の増

加等により前期末比10億95百万円増の368億26百万円となりました。また、有利子負債（リース債務は除く）は、

前期末比３億37百万円減の９億82百万円となりました。純資産は、四半期純利益等により前期末比９億97百万円増

の296億27百万円となり、自己資本比率は80.5％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは税

金等調整前四半期純利益12億80百万円、減価償却費４億45百万円等により18億４百万円（前年同期は18億45百万

円）となりました。  

 また、投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出２億51百万円等により△２

億51百万円（前年同期は△１億74百万円）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による

支出３億37百万円及び配当金の支払額１億97百万円等により△５億45百万円（前年同期は△５億45百万円）となり

ました。 

 その結果、現金及び現金同等物は前期末比11億30百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末残高は105億39百

万円となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想は、平成25年10月28日に公表いたしました通期の業績予想のとおりであります。詳細につきまして

は、平成25年10月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,763 11,916

受取手形及び売掛金（純額） 8,481 8,442

有価証券 94 98

商品及び製品 547 600

仕掛品 1,013 920

原材料及び貯蔵品 568 522

その他 399 454

流動資産合計 21,867 22,954

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,087 5,872

機械装置及び運搬具（純額） 1,184 1,133

土地 3,707 3,707

その他（純額） 323 378

有形固定資産合計 11,304 11,092

無形固定資産 78 73

投資その他の資産 2,480 2,706

固定資産合計 13,863 13,872

資産合計 35,731 36,826

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,534 2,661

短期借入金 776 592

未払法人税等 130 509

賞与引当金 484 515

その他 1,098 981

流動負債合計 5,024 5,260

固定負債   

長期借入金 543 389

退職給付引当金 1,253 1,276

資産除去債務 60 60

その他 220 211

固定負債合計 2,077 1,938

負債合計 7,101 7,199
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,966 4,966

資本剰余金 5,190 5,190

利益剰余金 18,049 18,650

自己株式 △142 △144

株主資本合計 28,063 28,662

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 601 829

為替換算調整勘定 △35 135

その他の包括利益累計額合計 566 964

純資産合計 28,629 29,627

負債純資産合計 35,731 36,826
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 9,766 9,607

売上原価 6,385 6,494

売上総利益 3,381 3,113

販売費及び一般管理費 1,882 1,891

営業利益 1,499 1,221

営業外収益   

受取配当金 24 31

為替差益 － 18

その他 23 24

営業外収益合計 47 74

営業外費用   

支払利息 14 9

為替差損 50 －

固定資産売却損 － 5

その他 10 0

営業外費用合計 76 15

経常利益 1,470 1,280

税金等調整前四半期純利益 1,470 1,280

法人税、住民税及び事業税 522 503

法人税等調整額 10 △21

法人税等合計 533 482

少数株主損益調整前四半期純利益 936 798

四半期純利益 936 798
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 936 798

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △300 227

為替換算調整勘定 30 170

その他の包括利益合計 △270 398

四半期包括利益 666 1,197

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 666 1,197

- 6 -

日本ピラー工業㈱ (6490) 平成26年３月期　第２四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,470 1,280

減価償却費 475 445

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 30

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7 23

受取利息及び受取配当金 △28 △34

支払利息 14 9

売上債権の増減額（△は増加） 1,549 63

たな卸資産の増減額（△は増加） △161 108

仕入債務の増減額（△は減少） △464 104

未払消費税等の増減額（△は減少） △7 14

その他 △35 △141

小計 2,832 1,904

利息及び配当金の受取額 28 35

利息の支払額 △14 △9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,000 △125

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,845 1,804

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △179 △251

その他 4 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △174 △251

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △334 △337

配当金の支払額 △198 △197

その他 △12 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △545 △545

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,111 1,130

現金及び現金同等物の期首残高 7,869 9,409

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,981 10,539
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△12百万円は、セグメント間取引消去３百万円及び棚卸資産の調整額

△15百万円であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△０百万円は、セグメント間取引消去３百万円及び棚卸資産の調整額

△３百万円であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

     

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

産業機器 
関連 

電子機器 
関連 

計 

売上高               

外部顧客への売

上高 
 5,232  4,502  9,734  31  9,766 －  9,766 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 1,380  1,028  2,409  8  2,417 △2,417 － 

計 6,613  5,531  12,144  39  12,184 △2,417  9,766 

セグメント利益  1,066  434  1,501  10  1,511 △12 1,499 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

産業機器 
関連 

電子機器 
関連 

計 

売上高               

外部顧客への売

上高 
 4,462  5,117  9,580  26  9,607  －  9,607

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 1,162  1,102  2,265  8  2,273  △2,273  －

計  5,625  6,220  11,846  34  11,881  △2,273  9,607

セグメント利益  628  585  1,214  7  1,221  △0  1,221
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