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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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1四半期 9,555 15.4 74 ― 99 ― 53 ―
24年3月期第1四半期 8,277 0.9 △65 ― △26 ― △12 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 56百万円 （447.3％） 24年3月期第1四半期 10百万円 （―％）

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1四半期 4.56 ―
24年3月期第1四半期 △1.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 22,363 11,962 53.5
24年3月期 23,941 12,052 50.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  11,962百万円 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 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 20,400 14.4 300 123.5 370 91.5 220 94.3 18.72
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1Q 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1Q 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1Q 11,751,436 株 24年3月期1Q 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資に持ち直しの動きが見られるなど、景気は緩やかに回

復基調となりました。しかしながら、欧州債務危機や長引く円高の影響が懸念されるなど、依然として先行き不透明

な状況が続いております。 

 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、エコカー補助金の復活による需要増も追い風

となり、将来の発展や国際競争力強化に向けた設備投資や研究開発投資の動きが活発となってまいりました。工作機

械におきましても、自動車産業からの受注に牽引され堅調に推移いたしましたが、電気・電子・半導体につきまして

は、激しい国際競争の下、一部で厳しい経営環境が続いております。 

 こうした中、当社グループにおきましては、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も積

極的に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は95億55百万円（前年同期比15.4％増）、営業利益は74百万円（前

年同期は営業損失65百万円）、経常利益は99百万円（前年同期は経常損失26百万円）、四半期純利益は53百万円（前

年同期は四半期純損失12百万円）となりました。   

   

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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15億78百万円減少し、223億63百万円となり

ました。主な要因は、流動資産が15億18百万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１億円増加したものの、現金及び預金が２億10百万円減少したこと及び営業債権が13億

53百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べて15億18百万円減少し、190億37百万円となりました。 

 流動負債は、営業債務が10億71百万円減少したこと、未払法人税等が２億60百万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14億69百万円減少し、101億88百万円となりまし

た。 

 純資産額は、前連結会計年度末に比べて89百万円減少し、119億62百万円となり、自己資本比率は53.5％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１四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、当第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１四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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,825,683 1,614,844

受取手形及び売掛金 16,387,453 15,033,498

商品及び製品 1,610,115 1,555,137

仕掛品 98,991 256,741

原材料及び貯蔵品 29,043 26,924

その他 631,674 576,542

貸倒引当金 △26,434 △25,818

流動資産合計 20,556,528 19,037,870

固定資産   

有形固定資産 1,738,780 1,735,527

無形固定資産 45,664 44,680

投資その他の資産 1,600,836 1,545,264

固定資産合計 3,385,280 3,325,472

資産合計 23,941,809 22,363,343

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,144,302 9,072,427

未払法人税等 288,858 28,532

賞与引当金 293,727 130,000

役員賞与引当金 － 5,250

その他 931,645 952,566

流動負債合計 11,658,534 10,188,776

固定負債   

役員退職慰労引当金 97,200 93,900

その他 133,401 117,922

固定負債合計 230,601 211,822

負債合計 11,889,135 10,400,599

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 9,585,447

自己株式 △149,579 △149,579

株主資本合計 12,212,847 12,119,595

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 191,080 152,180

為替換算調整勘定 △351,255 △309,032

その他の包括利益累計額合計 △160,174 △156,852

純資産合計 12,052,673 11,962,743

負債純資産合計 23,941,809 22,363,343



(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１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,277,962 9,555,110

売上原価 7,212,647 8,268,965

売上総利益 1,065,315 1,286,145

販売費及び一般管理費 1,131,148 1,211,753

営業利益又は営業損失（△） △65,833 74,392

営業外収益   

受取利息 889 1,023

受取配当金 9,569 10,370

仕入割引 32,395 34,024

その他 8,190 5,367

営業外収益合計 51,045 50,786

営業外費用   

支払利息 1,460 314

売上割引 9,282 9,999

為替差損 － 14,421

その他 746 660

営業外費用合計 11,489 25,396

経常利益又は経常損失（△） △26,277 99,781

特別利益   

固定資産売却益 － 957

特別利益合計 － 957

特別損失   

固定資産売却損 － 1,807

固定資産除却損 3 80

投資有価証券評価損 － 16,457

特別損失合計 3 18,345

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△26,281 82,394

法人税等 △13,631 28,753

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,649 53,641

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,649 53,641



(四半期連結包括利益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,649 53,641

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,255 △38,900

繰延ヘッジ損益 178 －

為替換算調整勘定 21,624 42,222

その他の包括利益合計 23,058 3,322

四半期包括利益 10,408 56,963

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,408 56,963



 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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