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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社には関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４．第55期第１四半期累計期間および第54期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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。 

５．第54期第１四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、１株当たり四半期純

損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第54期 

第１四半期 
累計期間 

第55期 
第１四半期 
累計期間 

第54期 

会計期間 
自平成24年４月１日 
至平成24年６月30日 

自平成25年４月１日 
至平成25年６月30日 

自平成24年４月１日 
至平成25年３月31日 

売上高（千円）  729,428  703,726  3,106,501

経常利益又は経常損失（△）（千

円） 
 △21,999  40,471  101,305

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円） 
 △23,986  33,471  95,228

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
 －  －  －

資本金（千円）  376,800  376,800  376,800

発行済株式総数（千株）  6,000  6,000  6,000

純資産額（千円）  1,082,713  1,220,442  1,196,253

総資産額（千円）  2,835,202  3,098,226  3,070,994

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円） 

 △4.00  5.58  15.87

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

１株当たり配当額（円）  －  －  3

自己資本比率（％）  38.2  39.4  39.0
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 当第１四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

２【事業の内容】
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当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

（1）業績の状況 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策などを背景に、企業業績や消費動向が

改善するなど、全体としての景況感は徐々に改善されつつありますが、中国をはじめとした新興国の経済停滞

などの海外景気、円安進行による原材料価格の上昇による国内景気の下振れ懸念など、不安定な要素を抱えな

がら推移いたしました。 

 このような状況下におきまして、当社は、「サプライを起点としたストックビジネスの拡大」の実現を目指

し、協力企業との連携強化により営業力の強化、ラベル紙の新規市場開拓による事業構造転換等を加速させる

とともに、生産技術力強化による事業構造改革の施策を着実に推進し、売上拡大及び収益力の向上に、全社一

丸となって取り組んでおります。 

 この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は703百万円（前年同四半期比3.5％減）となりました。

一方、利益面では、コスト構造見直し等により、営業利益は38百万円（前年同四半期は21百万円の損失）、経

常利益は40百万円（前年同四半期は21百万円の損失）、四半期純利益は33百万円（前年同四半期は23百万円の

損失）となりました。 

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

（3）研究開発活動 

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、11百万円であります。 

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（千株） 

普通株式  20,000

計  20,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（千株） 
（平成25年６月30日） 

提出日現在発行数（千株）
（平成25年８月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  6,000  6,000

東京証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

単元株式数100株 

計  6,000  6,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成25年４月１日～ 

平成25年６月30日 
－  6,000 －  376,800 －  195,260

（６）【大株主の状況】
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当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。 

なお、単元未満株式に自己株式60株が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

 該当事項はありません。  

（７）【議決権の状況】

  平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  5,999,500  59,995 － 

単元未満株式 普通株式      500 － － 

発行済株式総数  6,000,000 － － 

総株主の議決権 －  59,995 － 

  平成25年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ －  －  －  －  －

計 －  －  －  －  －

２【役員の状況】
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１．四半期財務諸表の作成方法について 

 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。 

  

２．監査証明について 

 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１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表について新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

第４【経理の状況】
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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３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 364,298 514,137

受取手形及び売掛金 ※  674,800 ※  598,286

商品及び製品 67,089 86,129

仕掛品 5,043 6,007

原材料 101,798 95,080

その他 144,234 99,347

貸倒引当金 △546 △545

流動資産合計 1,356,718 1,398,443

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,573,326 1,573,326

減価償却累計額 △1,075,828 △1,082,355

建物（純額） 497,498 490,971

構築物 115,188 115,188

減価償却累計額 △89,058 △89,332

構築物（純額） 26,129 25,855

機械及び装置 1,906,366 1,911,166

減価償却累計額 △1,688,538 △1,697,251

機械及び装置（純額） 217,828 213,915

車両運搬具 4,115 4,115

減価償却累計額 △4,106 △4,107

車両運搬具（純額） 9 8

工具、器具及び備品 323,177 323,177

減価償却累計額 △295,877 △297,442

工具、器具及び備品（純額） 27,299 25,734

土地 881,366 881,366

有形固定資産合計 1,650,131 1,637,850

無形固定資産   

ソフトウエア 17,354 15,678

その他 17,931 17,920

無形固定資産合計 35,286 33,599

投資その他の資産   

投資有価証券 18,970 18,400

その他 12,654 12,719

貸倒引当金 △2,766 △2,787

投資その他の資産合計 28,858 28,333

固定資産合計 1,714,275 1,699,782

資産合計 3,070,994 3,098,226
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※  793,964 ※  771,870

未払法人税等 12,079 8,264

賞与引当金 11,048 －

役員賞与引当金 － 1,408

その他 ※  143,516 ※  176,043

流動負債合計 960,608 957,587

固定負債   

繰延税金負債 266,824 266,088

退職給付引当金 610,215 615,273

役員退職慰労引当金 11,492 13,230

資産除去債務 1,748 1,753

その他 23,851 23,851

固定負債合計 914,132 920,196

負債合計 1,874,741 1,877,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 376,800 376,800

資本剰余金 195,260 195,260

利益剰余金 625,838 650,310

自己株式 △29 △29

株主資本合計 1,197,869 1,222,341

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,616 △1,898

評価・換算差額等合計 △1,616 △1,898

純資産合計 1,196,253 1,220,442

負債純資産合計 3,070,994 3,098,226

－ 9 －



（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 729,428 703,726

売上原価 535,737 468,102

売上総利益 193,690 235,624

販売費及び一般管理費 215,303 197,298

営業利益又は営業損失（△） △21,613 38,326

営業外収益   

受取配当金 139 139

受取手数料 274 283

為替差益 － 1,698

保険解約返戻金 406 －

その他 92 126

営業外収益合計 912 2,247

営業外費用   

為替差損 1,218 －

その他 79 102

営業外費用合計 1,297 102

経常利益又は経常損失（△） △21,999 40,471

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △21,999 40,471

法人税、住民税及び事業税 1,977 7,230

法人税等調整額 10 △231

法人税等合計 1,987 6,999

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23,986 33,471
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従来、当社は有形固定資産の減価償却方法について、定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備は除く）は定額法）を採用しておりましたが、当第１四半期会計期間より、定額法へ変更してお

ります。 

 当社は、当事業年度を初年度とする「国際チャート2013年中期経営計画」を策定し、事業体制の見直しを実施

しております。この結果、大口入札案件等の検針票から将来にわたり安定的に受注が見込まれるラベル製品に

徐々に移行し、新規設備投資及び製造設備の汎用化により生産性の平準化と安定稼動を見込んでおります。これ

を契機に有形固定資産の減価償却方法を見直しした結果、今後は、設備の安定的な稼動が見込まれることから使

用期間にわたって費用を均等配分する定額法に変更することがより適切に事業実態を反映するものと判断いたし

ました。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間の減価償却費が7,287千円減少し、営業利益、経常

利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ6,363千円増加しております。 

  

※ 四半期会計期間末日満期手形 

 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当

四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残

高に含まれております。 

  

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。 

  

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

配当金支払額 

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日） 

配当金支払額 

  

【注記事項】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（四半期貸借対照表関係）

  
前事業年度 

（平成25年３月31日） 
当第１四半期会計期間 
（平成25年６月30日） 

受取手形 千円 4,564 千円 11,302

支払手形  48,057  40,655

その他（設備関係支払手形）  689  10,245

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第１四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

減価償却費 千円 30,030 千円 18,772

のれんの償却額       －       －

（株主資本等関係）

  
  
（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４月27日 

取締役会 
普通株式  8,999  1.5 平成24年３月31日 平成24年６月25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４月26日 

取締役会 
普通株式  8,999  1.5 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金 

－ 11 －



当社は、印刷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株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失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１四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。なお、前第１四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、１株

当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 該当事項はありません。 

 平成25年４月26日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

(イ）配当金の総額……………………8,999千円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………１円50銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年６月24日 

 （注） 平成25年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

  
前第１四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△） 
円 銭 △4 0 円 銭 5 58

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円） 
 △23,986  33,471

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又は四半期純

損失金額（△）（千円） 
 △23,986  33,471

普通株式の期中平均株式数（千株）  5,999  5,999

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている国際チャート

株式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの第５５期事業年度の第１四半期会計期間（平成２５年４

月１日から平成２５年６月３０日まで）及び第１四半期累計期間（平成２５年４月１日から平成２５年６月３０日まで）

に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期財務諸表に対する経営者の責任  

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論  

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、国際チャート株式会社の平成２５年６月３０日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。 

  

利害関係  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２５年８月１２日

国際チャート株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 上 原   仁   印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 南 山 智 昭   印 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 




