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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 27,537 7.5 258 ― 363 325.7 172 223.2
23年3月期第3四半期 25,617 52.6 1 ― 85 ― 53 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 68百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △50百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 14.69 ―
23年3月期第3四半期 4.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 20,379 11,589 56.9
23年3月期 22,472 11,696 52.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  11,589百万円 23年3月期  11,696百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 12.50 12.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 39,000 3.9 500 3.8 635 3.3 360 34.5 30.71



(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「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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続き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仮定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
料のＰ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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3月期3Q 12,067,120 株 23年3月期 12,067,120 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 315,684 株 23年3月期 315,684 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 11,751,436 株 23年3月期3Q 11,751,478 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、東日本大震災による経済活動の落ち込みから回復しつつある一

方、欧州金融不安の拡大や歴史的な円高の継続などにより、依然として景気の先行きは不透明な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、東日本大震災やタイにおける洪水の影響によ

り、生産活動に大きな影響を受けましたが、サプライチェーンの復旧により、生産量は回復しつつあります。電気・

電子・半導体、工作機械関連企業におきましても、新興国需要に支えられ回復基調となるなど、各企業において投資

計画の動きが出始めておりますが、長引く世界景気の低迷や円高の影響もあり、設備投資については慎重な姿勢も見

られました。 

 このような経営環境の中、当社グループにおきましては、第７次中期経営計画に基づき、お客様のニーズに的確に

対応できるよう、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を強化してまいりました。また、新商

材・新領域開発、海外事業の強化など、市場環境の変化に応じた活動にも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275億37百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益は２億58百万 

円（前年同期比16,741.4％増）、経常利益は３億63百万円（前年同期比325.7％増）、四半期純利益は１億72百万円

（前年同期比223.2％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20億93百万円減少し、203億79百万円となり

ました。主な要因は、流動資産が18億91百万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６億23百万円増加したものの、現金及び預金が６億35百万円減少したこと及び営業債権

が17億73百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べて18億91百万円減少し、172億３百万円となりまし

た。 

 流動負債は、営業債務が20億27百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べて20億47百万円減少し、86

億25百万円となりました。 

 純資産額は、前連結会計年度末に比べて１億７百万円減少し、115億89百万円となり、自己資本比率は56.9％とな

りました。 

   

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

   

(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（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,335,011 1,699,064

受取手形及び売掛金 14,657,838 12,883,914

商品及び製品 1,436,516 1,945,715

仕掛品 70,708 185,850

原材料及び貯蔵品 30,761 30,373

その他 584,665 477,299

貸倒引当金 △20,314 △18,407

流動資産合計 19,095,187 17,203,811

固定資産   

有形固定資産 1,785,863 1,756,043

無形固定資産 49,653 46,648

投資その他の資産 1,541,636 1,372,507

固定資産合計 3,377,153 3,175,199

資産合計 22,472,340 20,379,010

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,675,771 7,647,797

未払法人税等 23,685 5,399

賞与引当金 240,000 115,000

その他 733,605 857,479

流動負債合計 10,673,062 8,625,676

固定負債   

役員退職慰労引当金 97,200 97,200

その他 5,097 66,520

固定負債合計 102,297 163,720

負債合計 10,775,360 8,789,397

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 9,325,215 9,321,524

自己株式 △149,579 △149,579

株主資本合計 11,859,363 11,855,673

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 159,969 90,250

繰延ヘッジ損益 △178 －

為替換算調整勘定 △322,174 △356,310

その他の包括利益累計額合計 △162,383 △266,059

純資産合計 11,696,980 11,589,613

負債純資産合計 22,472,340 20,379,010



(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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 25,617,966 27,537,985

売上原価 22,320,021 23,901,754

売上総利益 3,297,945 3,636,231

販売費及び一般管理費 3,296,408 3,377,428

営業利益 1,536 258,803

営業外収益   

受取利息 1,657 2,729

受取配当金 15,186 18,430

仕入割引 86,434 93,296

助成金収入 16,999 －

その他 27,606 22,192

営業外収益合計 147,884 136,648

営業外費用   

支払利息 575 2,217

売上割引 24,704 27,331

為替差損 34,096 －

その他 4,651 2,403

営業外費用合計 64,027 31,953

経常利益 85,393 363,498

特別利益   

固定資産売却益 61,263 3,025

投資有価証券売却益 － 4,188

特別利益合計 61,263 7,214

特別損失   

固定資産売却損 46,323 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,855 －

関係会社整理損 － 72,302

その他 148 4,273

特別損失合計 50,327 76,575

税金等調整前四半期純利益 96,329 294,136

法人税等 42,929 121,555

少数株主損益調整前四半期純利益 53,399 172,581

四半期純利益 53,399 172,581



(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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 53,399 172,581

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42,179 △69,718

繰延ヘッジ損益 1,270 178

為替換算調整勘定 △62,703 △34,135

その他の包括利益合計 △103,612 △103,676

四半期包括利益 △50,212 68,904

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △50,212 68,904



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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