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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 31,003 12.6 578 123.6 710 95.6 459 166.1
24年3月期第3四半期 27,537 7.5 258 ― 363 325.7 172 223.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 490百万円 （611.3％） 24年3月期第3四半期 68百万円 （―％）

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 39.08 ―
24年3月期第3四半期 14.69 ―

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 21,700 12,395 57.1
24年3月期 23,941 12,052 50.3
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  12,395百万円 24年3月期  12,052百万円

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 ― 0.00 ― 12.50 12.50
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 12.50 12.50

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 43,300 6.2 1,000 15.1 1,130 11.8 690 30.2 58.72



(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 

(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、添付資料P.２「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、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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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) 連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  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 12,067,120 株 24年3月期 12,067,120 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 315,684 株 24年3月期 315,684 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 11,751,436 株 24年3月期3Q 11,751,436 株
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(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、震災復興需要や政府の経済対策効果により、緩やかな回復基

調が見られたものの、欧州債務問題や新興国の成長減速の影響もあり、先行き不透明な状況のまま推移いたしまし

た。 

 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、エコカー補助金や北米における販売回復な

どが寄与し、好調に推移いたしましたが、夏場以降は補助金の終了や世界経済の先行き不安、及び中国における反

日活動の影響が懸念される状況となっております。電気・電子・半導体につきましては、厳しい国際競争が続いて

おり、工作機械におきましても、新興国を中心とした需要減速の傾向が見られました。 

 こうした中、当社グループにおきましては、第７次中期経営計画（平成23年度～平成25年度）に基づき、当社の

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、及び海外事業の強化に

積極的に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は310億３百万円（前年同期比12.6％増）、営業利益は５億78百

万円（前年同期比123.6％増）、経常利益は７億10百万円（前年同期比95.6％増）、四半期純利益は４億59百万円

（前年同期比166.1％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の総資産は、前連結会計年度末に比べて22億41百万円減少し、217億円となりまし

た。主な要因は、流動資産が24億32百万円減少したことによるものであります。 

 流動資産は、たな卸資産が２億87百万円増加したものの、営業債権が25億95百万円減少したことを主因に、前連

結会計年度末に比べて24億32百万円減少し、181億24百万円となりました。 

 流動負債は、営業債務が24億57百万円減少したこと、未払法人税等が１億99百万円減少したこと及び賞与引当金

が１億63百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べて27億４百万円減少し、89億53百万円となりまし

た。 

 純資産額は、前連結会計年度末に比べて３億43百万円増加し、123億95百万円となり、自己資本比率は57.1％と

なりました。   

   

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月14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損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、税引前四半期純損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 

（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） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後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、これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

  

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 1,825,683 1,725,749

受取手形及び売掛金 16,387,453 13,791,505

商品及び製品 1,610,115 1,794,690

仕掛品 98,991 202,735

原材料及び貯蔵品 29,043 28,655

その他 631,674 606,334

貸倒引当金 △26,434 △25,360

流動資産合計 20,556,528 18,124,310

固定資産   

有形固定資産 1,738,780 1,878,804

無形固定資産 45,664 44,560

投資その他の資産 1,600,836 1,652,554

固定資産合計 3,385,280 3,575,919

資産合計 23,941,809 21,700,230

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,144,302 7,686,488

未払法人税等 288,858 88,990

賞与引当金 293,727 130,000

役員賞与引当金 － 15,750

その他 931,645 1,032,658

流動負債合計 11,658,534 8,953,886

固定負債   

役員退職慰労引当金 97,200 93,900

その他 133,401 256,562

固定負債合計 230,601 350,462

負債合計 11,889,135 9,304,349

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 9,678,699 9,991,104

自己株式 △149,579 △149,579

株主資本合計 12,212,847 12,525,252

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 191,080 213,356

繰延ヘッジ損益 － △891

為替換算調整勘定 △351,255 △341,835

その他の包括利益累計額合計 △160,174 △129,371

純資産合計 12,052,673 12,395,881

負債純資産合計 23,941,809 21,700,230



(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 27,537,985 31,003,519

売上原価 23,901,754 26,810,109

売上総利益 3,636,231 4,193,410

販売費及び一般管理費 3,377,428 3,614,817

営業利益 258,803 578,592

営業外収益   

受取利息 2,729 3,037

受取配当金 18,430 20,295

仕入割引 93,296 100,269

その他 22,192 40,957

営業外収益合計 136,648 164,560

営業外費用   

支払利息 2,217 1,408

売上割引 27,331 28,877

その他 2,403 1,888

営業外費用合計 31,953 32,174

経常利益 363,498 710,978

特別利益   

固定資産売却益 3,025 2,485

投資有価証券売却益 4,188 －

特別利益合計 7,214 2,485

特別損失   

固定資産売却損 － 5,797

投資有価証券評価損 3,367 15,432

関係会社整理損 72,302 －

その他 905 283

特別損失合計 76,575 21,514

税金等調整前四半期純利益 294,136 691,950

法人税等 121,555 232,652

少数株主損益調整前四半期純利益 172,581 459,297

四半期純利益 172,581 459,297



(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 172,581 459,297

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △69,718 22,275

繰延ヘッジ損益 178 △891

為替換算調整勘定 △34,135 9,419

その他の包括利益合計 △103,676 30,803

四半期包括利益 68,904 490,100

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 68,904 490,100



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。 

   

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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