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

26年3月期第3四半期 31,586 1.9 408 △29.4 607 △14.6 412 △10.2
25年3月期第3四半期 31,003 12.6 578 123.6 710 95.6 459 166.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 683百万円 （39.5％） 25年3月期第3四半期 490百万円 （611.3％）

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3四半期 35.18 ―
25年3月期第3四半期 39.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 22,893 13,324 58.2
25年3月期 25,081 12,971 51.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 13,324百万円 25年3月期 12,971百万円

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 ： 有 
平成26年３月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当15円00銭 記念配当２円50銭 
詳細は、本日（平成26年１月29日）公表いたしました「平成26年３月期配当予想の修正（記念配当）に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 17.50 17.50

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 46,000 4.9 1,215 12.7 1,313 1.3 820 2.8 69.79



(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 ： 有 
（注）詳細は、添付資料P.２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 (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
②①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3Q 12,067,120 株 25年3月期 12,067,120 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 610,684 株 25年3月期 315,684 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 11,721,936 株 25年3月期3Q 11,751,436 株
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(1) 経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策によって円安、株高が進み、企業収益が改善す

るなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。また、世界経済につきましては、米国経済が着実な回復を見せてい

る一方、欧州や新興国は、依然として不透明感が拭えない状況となっております。 

 当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業におきましては、北米を中心に好調な販売が続いていることに

加え、国内販売も９月以降、回復傾向に転じていることから、慎重であった設備投資についても動きが出始めてまい

りました。また、電気・電子・半導体関連企業では、厳しい国際競争が継続している中でスマートフォン向けの販売

においては好調に推移しており、工作機械につきましては、円高是正や北米経済の回復を受け、内需、外需ともに改

善基調が続いております。 

 こうした中、当社グループにおきましては、エンジニアリング力、ソリューション力を活かした提案営業の強化や

新商材・新領域開発、海外事業の強化など、３年目を迎えた第７次中期経営計画（平成23年度～平成25年度）の施策

推進に注力してまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は315億86百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益は４億８百万円

（前年同期比29.4％減）、経常利益は６億７百万円（前年同期比14.6％減）、四半期純利益は４億12百万円（前年同

期比10.2％減）となりました。   

   

(2) 財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて21億87百万円減少し、228億93百万円となり

ました。主な要因は、流動資産が24億66百万円減少したことによるものであります。 

 流動資産は、現金及び預金が５億18百万円減少したこと及び営業債権が17億33百万円減少したことを主因に、前連

結会計年度末に比べて24億66百万円減少し、188億71百万円となりました。 

 流動負債は、営業債務が20億93百万円減少したこと、未払法人税等が３億76百万円減少したこと及び賞与引当金が

１億83百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べて25億84百万円減少し、91億32百万円となりました。

 純資産額は、133億24百万円となり、自己資本比率は58.2％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 

 平成25年５月15日に公表いたしました連結業績予想から修正はありません。   

   

(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 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

(3) 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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,792,364 2,273,633

受取手形及び売掛金 15,745,465 14,011,679

商品及び製品 1,864,151 1,702,939

仕掛品 110,608 200,160

原材料及び貯蔵品 30,199 33,486

その他 816,313 674,506

貸倒引当金 △21,928 △25,238

流動資産合計 21,337,174 18,871,166

固定資産   

有形固定資産 1,845,349 1,806,583

無形固定資産 43,599 45,031

投資その他の資産 1,855,061 2,170,601

固定資産合計 3,744,010 4,022,216

資産合計 25,081,184 22,893,382

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,088,831 7,995,395

未払法人税等 377,411 922

賞与引当金 338,697 155,000

役員賞与引当金 － 15,375

その他 912,520 965,829

流動負債合計 11,717,460 9,132,522

固定負債   

役員退職慰労引当金 93,900 6,850

その他 298,360 429,262

固定負債合計 392,260 436,112

負債合計 12,109,720 9,568,634

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,311,778 1,311,778

資本剰余金 1,371,950 1,371,950

利益剰余金 10,329,582 10,565,644

自己株式 △149,579 △303,864

株主資本合計 12,863,730 12,945,507

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 372,801 541,209

繰延ヘッジ損益 △158 －

為替換算調整勘定 △264,909 △161,968

その他の包括利益累計額合計 107,733 379,240

純資産合計 12,971,464 13,324,748

負債純資産合計 25,081,184 22,893,382



(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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 31,003,519 31,586,208

売上原価 26,810,109 27,334,199

売上総利益 4,193,410 4,252,009

販売費及び一般管理費 3,614,817 3,843,560

営業利益 578,592 408,448

営業外収益   

受取利息 3,037 2,706

受取配当金 20,295 62,023

仕入割引 100,269 92,313

為替差益 21,851 87,560

その他 19,106 37,467

営業外収益合計 164,560 282,071

営業外費用   

支払利息 1,408 647

売上割引 28,877 24,764

デリバティブ評価損 － 18,459

市場変更費用 － 37,125

その他 1,888 2,443

営業外費用合計 32,174 83,439

経常利益 710,978 607,079

特別利益   

固定資産売却益 2,485 5,568

投資有価証券売却益 － 6,203

特別利益合計 2,485 11,772

特別損失   

固定資産売却損 5,797 743

固定資産除却損 283 444

投資有価証券評価損 15,432 －

特別損失合計 21,514 1,187

税金等調整前四半期純利益 691,950 617,664

法人税等 232,652 205,330

少数株主損益調整前四半期純利益 459,297 412,334

四半期純利益 459,297 412,334



(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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 459,297 412,334

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,275 168,407

繰延ヘッジ損益 △891 158

為替換算調整勘定 9,419 102,940

その他の包括利益合計 30,803 271,506

四半期包括利益 490,100 683,840

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 490,100 683,840



 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。 

   

(3) 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）
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