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1.  平成24年9月期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年9月期 29,382 △9.2 1,704 △54.0 1,697 △54.0 109 △93.9
23年9月期 32,342 4.9 3,702 18.2 3,692 17.9 1,797 △1.5

（注）包括利益 24年9月期 92百万円 （△94.8％） 23年9月期 1,776百万円 （△1.4％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年9月期 842.99 ― 1.2 11.4 5.8
23年9月期 13,447.41 ― 20.4 23.8 11.4

（参考） 持分法投資損益 24年9月期  △16百万円 23年9月期  △12百万円

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

24年9月期 13,971 8,922 61.9 66,868.98
23年9月期 15,881 9,670 59.7 70,973.21

（参考） 自己資本   24年9月期  8,645百万円 23年9月期  9,488百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年9月期 2,682 △2,062 △1,167 2,563
23年9月期 2,986 △2,417 △619 3,108

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 
当社は平成25年３月31日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行う予定です。平成25年９月期については当該株式分割後の配当予想額を記載
しています。詳細は次ページ「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。  

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年9月期 ― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00 534 29.7 6.1
24年9月期 ― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00 517 474.5 5.7
25年9月期(予想) ― 0.00 ― 40.00 40.00 69.0

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30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 
平成25年９月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、平成25年４月１日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割する株式分割
を考慮した額を記載しています。なお、当該株式分割を考慮しない場合の１株当たり当期純利益は、第２四半期（累計）が386円74銭、通期が5,801円05銭となり
ます。 

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) 14,500 △1.4 100 △91.3 100 △91.2 50 △71.7 3.87
通期 30,000 2.1 1,710 0.3 1,700 0.1 750 585.3 58.01



※  注記事項 
(1) 期中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) 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） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年9月期 133,688 株 23年9月期 133,688 株
② 期末自己株式数 24年9月期 4,401 株 23年9月期 ― 株
③ 期中平均株式数 24年9月期 129,824 株 23年9月期 133,688 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年9月期の個別業績（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年9月期 28,313 △11.6 1,831 △54.3 1,834 △54.1 △201 ―
23年9月期 32,023 3.6 4,004 33.1 3,997 29.9 2,275 25.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年9月期 △1,552.16 ―
23年9月期 17,022.89 ―

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

24年9月期 13,133 8,706 64.7 65,704.02
23年9月期 15,572 9,811 62.0 72,168.19

（参考） 自己資本 24年9月期  8,494百万円 23年9月期  9,648百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく監査手続きを実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情
勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる
結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。業績予想の前提となる条件お
よ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３ページ「次期の見通し」をご覧ください。 
 
（その他の特記事項） 
当社は平成24年10月31日開催の取締役会において、株式の分割および単元株式制度の採用について決議し、平成25年４月１日を効力発生日として普通株式
１株を100株へ分割し、単元株式数を100株とすることとしています。これに伴う平成25年９月期の配当予想および連結業績予想については該当項目をご覧くだ
さい。 
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