
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   
  

   

   

 
   

     

 
     

 24年12月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当10円 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無  

(百万円未満切捨て)

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）

（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 3,842 21.4 377 △18.8 413 △19.0 235 △13.6
23年12月期第３四半期 3,166 4.1 464 13.7 510 13.4 272 18.5

(注) 包括利益 24年12月期第３四半期 248百万円( △4.1％) 23年12月期第３四半期 259百万円( ―％)

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 40.23 ―
23年12月期第３四半期 46.55 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第３四半期 9,572 7,711 80.6
23年12月期 9,957 7,579 76.1

(参考) 自己資本 24年12月期第３四半期 7,711百万円 23年12月期 7,579百万円

２．配当の状況

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 ― 20.00 20.00
24年12月期 ― 0.00 ―

24年12月期(予想) 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

23年12月期期末配当金の内訳     普通配当10円 株式公開20周年特別配当10円

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)

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 5,150 1.6 500 △39.8 520 △41.3 300 △28.5 51.25

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年12月期３Ｑ 6,392,736株 23年12月期 6,392,736株

② 期末自己株式数 24年12月期３Ｑ 539,073株 23年12月期 539,033株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期３Ｑ 5,853,677株 23年12月期３Ｑ 5,854,117株

※ 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）３ページ

「1.（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要等による緩やかな回復傾

向が見られたものの、欧州債務危機に端を発した世界景気の減速や長期化する円高等を背景として、企

業の生産活動や輸出が減少するなど、弱めの動きが強まってきました。 

一方世界経済は、中国では景気拡大のテンポがやや鈍化しており、米国では弱めの回復テンポが続

き、欧州では景気が弱含むなど、全体として減速の動きが広がるなか、弱い回復基調で推移しました。

このような状況下、当社グループは国内外で積極的な営業活動を展開した結果、業績は概ね期初の見

込み通りに推移しており、売上高は3,842百万円（前年同四半期比21.4％増）となり、利益面につきま

しては、開発要素の高い大口案件等が原価率を押し上げた影響で、営業利益は377百万円（前年同四半

期比18.8％減）、経常利益は413百万円（前年同四半期比19.0％減）、四半期純利益は235百万円（前年

同四半期比13.6％減）となりました。 

なお、当社グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行う単一のセグメントであ

るため、セグメント情報の記載は省略しております。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.3％減少し、8,285百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が483百万円、商品及び製品が171百万円増加し、受取手形及び売掛金が377百万円、

有価証券（譲渡性預金）が399百万円及び仕掛品が297百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.7％減少し、1,287百万円となりました。これは主に、

無形固定資産が８百万円及び投資有価証券が８百万円増加し、有形固定資産が20百万円減少したこ

と等によるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて3.9％減少し、9,572百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて25.0％減少し、1,547百万円となりました。これは主

に、未払法人税等が287百万円及び前受金が171百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、313百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて21.7％減少し、1,861百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.7％増加し、7,711百万円となりました。これは主

に、四半期純利益の計上等により利益剰余金が118百万円増加したこと等によるものであります。 

  

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
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業績予想については、平成24年２月10日に公表した業績予想に変更はありません。この予想は、本資

料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によ

り予想値と異なる可能性があります。 

  

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。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

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。 

  

（３）連結業績予想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

（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 2,625,259 3,108,442

受取手形及び売掛金 1,155,297 777,421

有価証券 2,712,664 2,312,725

商品及び製品 1,040,486 1,212,225

仕掛品 822,146 524,864

原材料及び貯蔵品 49,532 45,634

未収還付法人税等 7,016 71,164

繰延税金資産 211,254 178,541

その他 37,573 54,846

貸倒引当金 △1,083 △717

流動資産合計 8,660,147 8,285,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 861,069 866,962

減価償却累計額 △648,047 △669,105

建物及び構築物（純額） 213,021 197,856

機械装置及び運搬具 653,538 655,154

減価償却累計額 △499,699 △514,753

機械装置及び運搬具（純額） 153,838 140,400

工具、器具及び備品 306,078 317,726

減価償却累計額 △279,797 △280,460

工具、器具及び備品（純額） 26,281 37,265

土地 648,587 645,805

建設仮勘定 3,045 3,045

有形固定資産合計 1,044,773 1,024,374

無形固定資産   

ソフトウエア 37,869 46,318

電話加入権 2,179 2,179

その他 248 235

無形固定資産合計 40,297 48,733

投資その他の資産   

投資有価証券 87,185 95,781

繰延税金資産 107,260 104,004

その他 17,355 14,318

投資その他の資産合計 211,801 214,104

固定資産合計 1,296,872 1,287,212

資産合計 9,957,019 9,572,361
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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 677,838 588,755

未払金 102,888 91,321

未払法人税等 298,150 10,555

前受金 821,541 650,537

賞与引当金 28,351 106,644

アフターサービス引当金 54,487 61,992

その他 79,470 37,307

流動負債合計 2,062,728 1,547,115

固定負債   

繰延税金負債 421 396

退職給付引当金 43,663 23,687

役員退職慰労引当金 270,280 289,850

固定負債合計 314,365 313,934

負債合計 2,377,094 1,861,050

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,250,816 1,250,816

資本剰余金 1,580,813 1,580,813

利益剰余金 5,395,832 5,514,230

自己株式 △421,072 △421,102

株主資本合計 7,806,389 7,924,757

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,282 21,820

繰延ヘッジ損益 295 －

為替換算調整勘定 △243,042 △235,266

その他の包括利益累計額合計 △226,464 △213,445

純資産合計 7,579,925 7,711,311

負債純資産合計 9,957,019 9,572,361
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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 3,166,393 3,842,869

売上原価 2,113,580 2,794,774

売上総利益 1,052,812 1,048,095

販売費及び一般管理費 588,064 670,544

営業利益 464,748 377,551

営業外収益   

受取利息 6,729 6,047

受取配当金 31,960 25,673

その他 7,449 5,033

営業外収益合計 46,139 36,754

営業外費用   

為替差損 625 766

営業外費用合計 625 766

経常利益 510,262 413,538

特別利益   

固定資産売却益 429 3

貸倒引当金戻入額 2,042 －

特別利益合計 2,471 3

特別損失   

固定資産除却損 139 325

減損損失 4,116 3,543

災害義援金等 7,397 －

特別損失合計 11,653 3,868

税金等調整前四半期純利益 501,080 409,673

法人税、住民税及び事業税 283,031 141,121

法人税等調整額 △54,445 33,079

法人税等合計 228,586 174,201

少数株主損益調整前四半期純利益 272,494 235,472

四半期純利益 272,494 235,472
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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 272,494 235,472

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,218 5,537

繰延ヘッジ損益 1,949 △295

為替換算調整勘定 △8,103 7,776

その他の包括利益合計 △13,372 13,018

四半期包括利益 259,121 248,491

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 259,121 248,491
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行う単一のセグメントであるた
め、記載を省略しております。 

  

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

（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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