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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 2,831 △6.6 257 △36.6 226 △35.6 204 △34.9
23年3月期第3四半期 3,031 21.5 406 ― 351 ― 313 635.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 203百万円 （△32.0％） 23年3月期第3四半期 299百万円 （―％）

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 15.14 ―
23年3月期第3四半期 24.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 5,102 2,379 46.3 173.39
23年3月期 5,107 2,125 41.5 160.21
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,361百万円 23年3月期  2,117百万円

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 0.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 3.00 3.00

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 4,070 0.3 482 △8.3 430 △6.2 384 △1.1 29.06



(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 

(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
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

※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予想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）２ページ「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 15,463,116 株 23年3月期 15,463,116 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,846,152 株 23年3月期 2,247,286 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 13,489,584 株 23年3月期3Q 12,803,989 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から経済活動は持ち直しの動

きが見られるものの、電力の供給不足、株価の低迷や急激な円高などにより、景気の先行きは不透明な

状況で推移しました。また、海外の情勢においても、ヨーロッパの財政危機によるユーロの下落やアメ

リカの景気低迷、中東情勢の緊迫化など、輸出環境の見通しは予断を許さない状況が続いております。

このような事業環境の中、当社グループは、売上の確保、コスト削減、製品の品質安定に努めました

結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、2,831百万円(前年同四半期比6.6%減)、営業利益は、257

百万円(前年同四半期比36.6%減)となりました。 

経常損益では、経常利益226百万円(前年同四半期比35.6%減)となりました。 

四半期純利益は、固定資産除却損5百万円などを特別損失に計上したことにより、204百万円(前年同

四半期比34.9%減)となりました。 

  

セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

(テクノ製品事業) 

輸出売上割合の高いテクノ製品事業は、ヨーロッパやアメリカの景気低迷、さらに長引く円高の影響

もあり、昨年の好調な売上と比べると輸出が減少したため、売上高は2,221百万円(前年同四半期比

12.6%減)、営業利益は、496百万円(前年同四半期比25.3%減)となりました。 

(メディカル製品事業) 

メディカル製品事業は、医療費抑制策の影響により市場環境および経営環境は厳しい状況が続いてお

りますが、製品の品質安定とコスト削減、積極的な営業活動に努めた結果、売上高607百万円(前年同四

半期比24.4%増)、営業損失は、44百万円(前年同四半期 営業損失80百万円)となりました。 

  

  

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4百万円減少し、5,102百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金108百万円の減少、受取手形及び売掛金132百万円の減少、仕掛品

225百万円の増加などによるものです。 

負債では前連結会計年度末に比べ258百万円減少し、2,723百万円となりました。これは主に、未払法

人税等62百万円の減少、賞与引当金35百万円の減少、社債30百万円の減少、長期借入金138百万円の減

少などによるものです。 

純資産は前連結会計年度末に比べ253百万円増加し、2,379百万円となりました。これは主に、利益剰

余金204百万円の増加、自己株式41百万円の減少などによるものです。 

  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

  

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

（２）連結財政状態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
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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。 

  

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）

を適用しております。 

  

  

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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 927,737 819,326

受取手形及び売掛金 1,033,207 900,436

商品及び製品 28,857 50,360

仕掛品 600,835 826,417

原材料及び貯蔵品 161,994 175,378

その他 121,775 139,558

貸倒引当金 △11,685 △701

流動資産合計 2,862,721 2,910,776

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,991,469 1,959,216

減価償却累計額 △1,277,099 △1,271,706

建物及び構築物（純額） 714,369 687,510

機械装置及び運搬具 2,021,220 2,077,662

減価償却累計額 △1,624,470 △1,679,804

機械装置及び運搬具（純額） 396,750 397,857

土地 722,523 722,523

リース資産 118,633 117,913

減価償却累計額 △76,221 △87,073

リース資産（純額） 42,411 30,839

建設仮勘定 11,925 11,422

その他 302,803 313,673

減価償却累計額 △242,018 △237,295

その他（純額） 60,785 76,377

有形固定資産合計 1,948,764 1,926,529

無形固定資産

特許権 14,535 13,408

のれん 11,340 2,835

リース資産 3,129 569

その他 9,332 8,691

無形固定資産合計 38,336 25,505

投資その他の資産

投資有価証券 144,595 143,843

長期貸付金 700 250

出資金 210 210

その他 128,142 120,456

貸倒引当金 △36,438 △35,650

投資その他の資産合計 237,209 229,109

固定資産合計 2,224,310 2,181,144

繰延資産

開業費 16,889 8,629

社債発行費 3,111 2,136

繰延資産合計 20,000 10,765

資産合計 5,107,033 5,102,686
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（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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 355,839 339,429

短期借入金 80,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 165,240 85,240

1年内償還予定の社債 45,000 30,000

リース債務 25,202 17,780

未払法人税等 70,486 7,663

賞与引当金 73,338 37,590

その他 158,689 185,480

流動負債合計 973,796 803,183

固定負債

社債 145,000 130,000

長期借入金 1,487,580 1,429,420

リース債務 20,965 14,347

繰延税金負債 5,614 3,450

再評価に係る繰延税金負債 42,023 36,799

退職給付引当金 262,365 274,941

負ののれん 43,367 30,357

その他 976 975

固定負債合計 2,007,893 1,920,291

負債合計 2,981,690 2,723,475

純資産の部

株主資本

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 491,567 493,064

利益剰余金 65,835 270,131

自己株式 △243,117 △201,775

株主資本合計 2,254,119 2,501,254

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,668 △5,835

土地再評価差額金 △87,536 △82,312

為替換算調整勘定 △44,651 △52,000

その他の包括利益累計額合計 △136,856 △140,148

少数株主持分 8,080 18,104

純資産合計 2,125,342 2,379,211

負債純資産合計 5,107,033 5,102,686
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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 3,031,542 2,831,731

売上原価 1,956,307 1,885,088

売上総利益 1,075,235 946,643

販売費及び一般管理費 669,148 689,036

営業利益 406,087 257,606

営業外収益

受取利息 501 585

受取配当金 871 746

貸倒引当金戻入額 2,879 10,991

負ののれん償却額 13,010 13,010

その他 4,518 5,857

営業外収益合計 21,781 31,191

営業外費用

支払利息 36,488 32,674

為替差損 25,144 17,550

その他 14,696 12,309

営業外費用合計 76,328 62,534

経常利益 351,539 226,263

特別利益

投資有価証券売却益 － 462

役員退職慰労引当金戻入額 742 －

出資金清算益 1,266 －

特別利益合計 2,009 462

特別損失

固定資産除却損 489 5,129

投資有価証券売却損 456 －

投資有価証券評価損 － 598

特別損失合計 945 5,727

税金等調整前四半期純利益 352,603 220,997

法人税、住民税及び事業税 35,501 16,392

法人税等調整額 △1,486 △2,163

法人税等合計 34,015 14,228

少数株主損益調整前四半期純利益 318,587 206,768

少数株主利益 4,677 2,472

四半期純利益 313,910 204,296
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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 318,587 206,768

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △142 △1,166

土地再評価差額金 － 5,224

為替換算調整勘定 △19,191 △7,348

その他の包括利益合計 △19,334 △3,291

四半期包括利益 299,253 203,477

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 294,576 201,004

少数株主に係る四半期包括利益 4,677 2,472
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該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,540,810 488,751 3,029,562 1,980 3,031,542

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ 21,870 21,870

計 2,540,810 488,751 3,029,562 23,850 3,053,412

セグメント利益又は損失（△） 664,334 △80,275 584,059 11,909 595,968

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 584,059

「その他」の区分の利益 11,909

全社費用(注) △189,881

四半期連結損益計算書の営業利益 406,087
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Ⅱ 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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,221,253 607,921 2,829,174 2,557 2,831,731

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ 21,870 21,870

計 2,221,253 607,921 2,829,174 24,427 2,853,601

セグメント利益又は損失（△） 496,354 △44,812 451,541 12,738 464,279

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 451,541

「その他」の区分の利益 12,738

全社費用(注) △206,672

四半期連結損益計算書の営業利益 257,606

（５）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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