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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9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 ％

24年12月期第3四半期 5,684 △28.9 88 △62.0 102 △62.2 70 △73.9
23年12月期第3四半期 7,990 43.2 233 ― 270 ― 271 ―

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 126百万円 （△21.6％） 23年12月期第3四半期 160百万円 （―％）

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12月期第3四半期 5.95 5.94
23年12月期第3四半期 22.84 22.79

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12月期第3四半期 8,572 5,373 62.6 452.06
23年12月期 8,622 5,307 61.5 446.44
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  5,369百万円 23年12月期  5,302百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 9,500 △12.1 270 △22.5 300 △22.8 300 △18.9 25.26



(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
務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した業績予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は様々な要因により記載の予想数値と異
なる場合があります。上記の業績予想に関する事項は【添付書類】Ｐ．２「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」をご参照く
ださい。 

※  注記事項

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12月期3Q 11,888,740 株 23年12月期 11,888,740 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 10,665 株 23年12月期 10,489 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 11,878,166 株 23年12月期3Q 11,873,001 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、東日本大震災からの復興事業による内需の拡大が見られまし

たが、世界景気の減速や円高による輸出の低迷等により先行き不透明な状況で推移しました。 

当社グループの主要販売先である電機・機械・自動車等の製造業においては、新興国での自動車需要の拡大、ス

マートフォンの世界的な需要の拡大により設備投資の回復が見られました。当社グループにおいても工作機械では

工具研削盤を中心に販売が順調に推移しましたが、電子機器は円高等の理由により輸出販売が低迷しました。その

結果、連結売上高は56億８千４百万円（前年同期比28.9％減）となり、損益面では工作機械の販売比率が高まった

ことにより売上総利益率は向上しましたが、売上高の減少により営業利益８千８百万円（前年同期比62.0％減）、

経常利益１億２百万円（前年同期比62.2％減）、四半期純利益７千万円（前年同期比73.9％減）となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（電子機器及び工作機械等）  

工作機械は工具研削盤が自動車業界の生産回復により国内及び東南アジア地域向けに販売が伸長しました。電子

部品実装機を中心とした電子機器はスマートフォン向けの設備投資需要があるものの、景気後退により需要が減少

していることや円高の要因等により中華圏（台湾、中国）への輸出販売が低迷しました。その結果、当セグメント

の売上高は53億６千４百万円（前年同期比29.6％減）、営業利益は７千９百万円（前年同期比63.1％減）となりま

した。  

（光電子装置）  

光電子装置の販売は、加工用レーザー装置等の販売が比較的順調に推移しましたが、大口取引等はなく、当セグ

メントの売上高は３億２千万円（前年同期比14.7％減）、営業利益は８百万円（前年同期比46.8％減）となりまし

た。  

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結累計期間における資産合計は、前連結会計年度末に比べ0.6％減少し85億７千２百万円となり

ました。これは主として受取手形及び売掛金の減少８億２千１百万円、商品の増加８億９百万円等によるもので

す。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ3.5％減少し31億９千８百万円となりました。これは主として社債の償還

及び長期借入金の返済等により固定負債合計額が１億６千９百万円減少したことによるものです。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.3％増加し53億７千３百万円となりました。これは主として剰余金の

配当額５千９百万円及び四半期純利益７千万円により利益剰余金が１千１百万円増加したことによるものです。 

  

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年７月27日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

   

   

（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 

 該当事項はありません。 

   

   

（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
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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12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,402,648 2,406,845 

受取手形及び売掛金 1,562,395 741,016 

商品 670,249 1,480,064 

その他 500,220 457,405 

貸倒引当金 △1,564 △690 

流動資産合計 5,133,948 5,084,640 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 497,507 477,686 

土地 1,705,884 1,705,884 

その他（純額） 63,837 80,617 

有形固定資産合計 2,267,229 2,264,188 

無形固定資産   

その他 13,478 23,010 

無形固定資産合計 13,478 23,010 

投資その他の資産   

投資有価証券 98,089 100,290 

投資不動産（純額） 732,936 721,969 

差入保証金 313,082 313,387 

その他 64,358 65,186 

貸倒引当金 △247 △247 

投資その他の資産合計 1,208,218 1,200,586 

固定資産合計 3,488,927 3,487,784 

資産合計 8,622,876 8,572,425 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 733,031 665,173 

短期借入金 400,000 400,000 

1年内返済予定の長期借入金 378,373 419,871 

1年内償還予定の社債 164,200 114,100 

未払法人税等 25,184 7,380 

賞与引当金 － 43,554 

役員賞与引当金 14,000 7,200 

その他 552,291 662,466 

流動負債合計 2,267,080 2,319,745 

固定負債   

社債 235,600 121,500 

長期借入金 612,685 532,323 

退職給付引当金 179,787 184,698 

その他 20,629 40,459 

固定負債合計 1,048,701 878,981 

負債合計 3,315,782 3,198,726 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,385,709 1,385,709 

資本剰余金 1,997,995 1,997,995 

利益剰余金 2,001,338 2,012,610 

自己株式 △3,146 △3,171 

株主資本合計 5,381,897 5,393,144 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,840 10,256 

繰延ヘッジ損益 △69,277 △17,584 

為替換算調整勘定 △18,475 △16,226 

その他の包括利益累計額合計 △78,912 △23,554 

新株予約権 4,108 4,108 

純資産合計 5,307,094 5,373,698 

負債純資産合計 8,622,876 8,572,425 
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,990,782 5,684,891 

売上原価 6,527,302 4,294,036 

売上総利益 1,463,480 1,390,855 

販売費及び一般管理費 1,229,700 1,302,074 

営業利益 233,779 88,781 

営業外収益   

受取利息 5,952 5,815 

受取配当金 3,590 2,569 

仕入割引 26,199 13,779 

不動産賃貸料 25,353 25,353 

その他 9,855 9,437 

営業外収益合計 70,950 56,955 

営業外費用   

支払利息 13,265 18,551 

不動産賃貸費用 15,679 14,027 

その他 4,887 10,648 

営業外費用合計 33,832 43,228 

経常利益 270,898 102,508 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,678 － 

特別利益合計 1,678 － 

特別損失   

固定資産除却損 － 594 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,695 － 

特別損失合計 1,695 594 

税金等調整前四半期純利益 270,880 101,914 

法人税、住民税及び事業税 17,626 6,138 

法人税等調整額 △17,896 25,113 

法人税等合計 △269 31,251 

少数株主損益調整前四半期純利益 271,150 70,662 

四半期純利益 271,150 70,662 
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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23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 271,150 70,662 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △284 1,416 

繰延ヘッジ損益 △100,821 51,693 

為替換算調整勘定 △9,240 2,248 

その他の包括利益合計 △110,345 55,357 

四半期包括利益 160,804 126,020 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 160,804 126,020 
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 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30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  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額にはセグメント間取引消去647千円が含まれております。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30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  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額にはセグメント間取引消去88千円が含まれております。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 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）セグメント情報等

  

  

電子機器及び 

工作機械等 
光電子装置 計 

調整額 

（注）1 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）2 

売上高            

 外部顧客への売上高   7,615,346   375,436  7,990,782   －   7,990,782

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  73  73  △73  －

計  7,615,346  375,509  7,990,855  △73  7,990,782

セグメント利益  216,682  16,449  233,132  647  233,779

  

  

電子機器及び 

工作機械等 
光電子装置 計 

調整額 

（注）1 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）2 

売上高            

 外部顧客への売上高   5,364,632   320,259  5,684,891   －   5,684,891

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  5,364,632  320,259  5,684,891  －  5,684,891

セグメント利益  79,949  8,743  88,693  88  88,781

（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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