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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 5,497 △4.4 461 41.8 456 40.8 278 539.3
24年3月期第3四半期 5,751 △13.8 325 △44.0 324 △45.9 43 △83.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 314百万円 （743.7％） 24年3月期第3四半期 37百万円 （△87.0％）

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

25年3月期第3四半期 17.76 ―
24年3月期第3四半期 2.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 9,051 3,397 37.5
24年3月期 9,076 3,148 34.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,390百万円 24年3月期  3,139百万円

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

24年3月期 ― ― ― 4.00 4.00
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 4.00 4.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 8,000 5.4 430 4.7 400 3.5 220 275.8 14.01



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信（添付資料）P.3「2 
サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
半期レビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及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、四半期決
算短信（添付資料）P.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 15,812,500 株 24年3月期 15,812,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 116,053 株 24年3月期 113,532 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 15,697,761 株 24年3月期3Q 15,699,875 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要などの政策効果に支

えられ回復を続けてきましたが、海外経済の減速を受け、足踏み状態となっております。個人消費

は、夏物家電販売の好調やエコカー補助金に伴う自動車販売の好調もあり堅調に推移していました

が、消費者マインドの改善が一服し、政策効果の一巡などから弱含んでいます。また、円高、欧州

の景気後退、尖閣問題に端を発した日本製品不買運動による中国への輸出の低迷等が続き、景気は

減速傾向となっています。 

このような情勢下にあって当社グループは受注の拡大を 優先に、新時代に即した製販一体の体

制構築に取り組みをしてまいりました。 

 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は54億９千７百万円(前年同四半期比4.4％減)とな

りました。 

利益面につきましては、営業利益は４億６千１百万円(前年同四半期比41.8％増)、経常利益は４

億５千６百万円(前年同四半期比40.8％増)、四半期純利益は２億７千８百万円(前年同四半期比539.

3％増)となりました。 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ２千５百万円減少し、9

0億５千１百万円となりました。 

これは主に、受取手形及び売掛金の増加１億４千５百万円、商品及び製品の増加３千２百万円、

原材料及び貯蔵品の増加７千９百万円、有形固定資産の減少１億４千万円及び投資その他の資産の

減少６千３百万円等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ２億７千４百万円減少し、56億５千３百万円となりました。 

これは主に支払手形及び買掛金が８千６百万円減少、短期借入金の減少３千２百万円、社債の減

少７千５百万円及び退職給付引当金の増加４千４百万円等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億４千８百万円増加し、33億９千７百万円となりました。 

これは主に、四半期純利益による増加２億７千８百万円、配当金の支払による減少６千２百万円、

その他有価証券評価差額金の増加６百万円及び為替換算調整勘定の増加２千９百万円等によるもの

であります。 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月15日付の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想については、変更はあり

ません。ただし、事業環境が大きく変化し、当初の業績予想に見直しが必要と判断した場合は、速

やかに開示いたします。 
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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 

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更し

ております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日) 

資産の部  

  流動資産      

    現金及び預金  1,856,858   1,885,895

    受取手形及び売掛金  2,023,897   2,169,328

    商品及び製品  507,886   540,559

    仕掛品  208,710   146,486

    原材料及び貯蔵品  671,522   751,244

    繰延税金資産  61,095   32,866

    その他  165,314   154,967

    貸倒引当金  △5,706   △5,919

    流動資産合計  5,489,579   5,675,430

  固定資産      

    有形固定資産      

      土地  1,500,909   1,500,909

      その他（純額）  1,296,021   1,155,718

      有形固定資産合計  2,796,931   2,656,628

    無形固定資産  14,985   9,639

    投資その他の資産  764,136   701,026

    固定資産合計  3,576,053   3,367,294

  繰延資産  10,750   8,424

  資産合計  9,076,383   9,051,149

負債の部  

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  1,078,539   992,260

    短期借入金  1,114,840   1,082,456

    リース債務  51,341   33,448

    未払法人税等  85,379   11,573

    賞与引当金  65,000   41,314

    役員賞与引当金  1,575   2,692

    その他  384,769   355,834

    流動負債合計  2,781,444   2,519,580

  固定負債      

    社債  187,500   112,500

    長期借入金  1,729,866   1,737,188

    リース債務  65,777   68,880

    退職給付引当金  636,703   681,057

    役員退職慰労引当金  37,466   48,455

    再評価に係る繰延税金負債  394,612   394,612

    その他  94,222   91,222

    固定負債合計  3,146,148   3,133,918

  負債合計  5,927,593   5,653,498
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日) 

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  1,277,000   1,277,000

    資本剰余金  16   16

    利益剰余金  1,310,762   1,526,730

    自己株式  △18,048   △18,316

    株主資本合計  2,569,730   2,785,430

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  13,355   19,409

    土地再評価差額金  732,024   732,024

    為替換算調整勘定  △175,298   △146,118

    その他の包括利益累計額合計  570,081   605,315

  少数株主持分  8,978   6,904

  純資産合計  3,148,790   3,397,650

負債純資産合計  9,076,383   9,051,149
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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３四半期連結累計期間 

  (単位:千円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 5,751,684  5,497,579

売上原価  4,467,157   4,096,981

売上総利益  1,284,527   1,400,598

販売費及び一般管理費  959,309   939,373

営業利益  325,218   461,224

営業外収益      

  受取利息  318   225

  受取配当金  5,308   5,154

  作業くず売却益  72,111   51,566

  その他  27,708   31,512

  営業外収益合計  105,446   88,458

営業外費用      

  支払利息  44,909   35,092

  為替差損  10,110   41,998

  開業費償却  35,993   －

  その他  15,270   15,938

  営業外費用合計  106,283   93,029

経常利益  324,380   456,653

特別利益      

  固定資産売却益  7   －

  負ののれん発生益  －   1,257

  特別利益合計  7   1,257

特別損失      

  固定資産除却損  2,242   0

  投資有価証券評価損  5,959   －

  子会社整理損  25,920   －

  子会社株式売却損  5,686   －

  特別損失合計  39,808   0

税金等調整前四半期純利益  284,579   457,911

法人税、住民税及び事業税  135,480   95,515

法人税等調整額  105,083   82,879

法人税等合計  240,563   178,395

少数株主損益調整前四半期純利益  44,015   279,516

少数株主利益  408   752

四半期純利益  43,606   278,763
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四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

  (単位:千円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 44,015  279,516

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  △23,605   6,054

  土地再評価差額金  56,373   －

  為替換算調整勘定  △39,487   29,114

  その他の包括利益合計  △6,719   35,168

四半期包括利益  37,296   314,685

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  35,353   313,997

  少数株主に係る四半期包括利益  1,942   687
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

(4) 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。 
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