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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 2,494 △18.8 54 △80.7 12 △95.1 △21 ―
23年12月期第3四半期 3,072 1.9 283 △19.2 243 △18.2 116 8.1

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 △48百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 93百万円 （―％）

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 △2.09 ―
23年12月期第3四半期 11.43 ―

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 6,123 1,720 27.1 162.14
23年12月期 5,242 1,820 33.4 171.28
（参考） 自己資本  24年12月期第3四半期  1,657百万円 23年12月期  1,751百万円

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  ：  有   

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 ― ― ― 5.00 5.00
24年12月期 ― ― ―
24年12月期（予想） 3.00 3.00

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  ：  有   

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 3,300 △18.2 80 △77.3 50 △82.4 0 △100.0 0.00



(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
半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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「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

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 10,246,500 株 23年12月期 10,246,500 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 22,141 株 23年12月期 21,931 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 10,224,548 株 23年12月期3Q 10,224,875 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（平成24年１月１日～平成24年９月30日）におけるわが国経済は、長引く円高や欧州景気

後退による中国等新興国経済減速の影響により輸出需要が大きく減少し、回復基調であった個人消費も頭打ち傾向等不透

明感が強まってまいりました。 

このような状況下、当社グループの国内販売につきましては、震災復興需要の民需への反映はまだ少なく、また、輸

出環境悪化にともなう国内生産減少の影響や、市場競争激化による一部ハイテク品納入が既存実績を大きく割り込んだこ

ともあり、前年同期比では減少となりました。 

輸出につきましても、中国楽器市場、インドネシア向け等の堅調品目はありましたものの、中国・電子製品向け受注

が前年大幅増の反動等により前年実績を大きく下回りました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,494百万円（前年同期比18.8％減）、営業利益は54百万円（前年同

期比80.7％減）、経常利益は為替差損９百万円の計上もあり12百万円（前年同期比95.1％減）、四半期純損失は21百万円

（前年同期は四半期純利益116百万円の計上）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

財政状態の分析 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、4,282百万円（前連結会計年度末3,932百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて350百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が310百万円増加したことにより

ます。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、1,804百万円（前連結会計年度末1,299百万円）となり、 

前連結会計年度末と比べて、505百万円の増加となりました。これは主に中国子会社工場建設にかかる建設仮勘定が

543百万円増加したことによります。 

（繰延資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における繰延資産の残高は、36百万円（前連結会計年度末10百万円）となり、前連結 

会計年度末と比べて25百万円の増加となりました。これは中国に設立した子会社にかかるものであります。 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,052百万円（前連結会計年度末2,110百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて58百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金が73百万円減少したことに

よります。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、2,350百万円（前連結会計年度末1,311百万円）となり、 

前連結会計年度末と比べて1,039百万円の増加となりました。これは主に長期借入金が1,052百万円増加したことによ

ります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,720百万円（前連結会計年度末1,820百万円）となり、前

連結会計年度末と比べて100百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金が72百万円減少したことによります。

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第3四半期連結累計期間の状況を踏まえ、通期業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成24年11月13日付）別途公表いたしました「通期業績予想及び配当予想の修正に関する

お知らせ」をご参照下さい。   

  

  

（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。 

  

（４）追加情報 

（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。  

   

   

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 1,456,829 1,767,274

受取手形及び売掛金 885,000 801,354

商品及び製品 187,825 252,519

仕掛品 793,259 768,289

原材料及び貯蔵品 549,807 598,818

繰延税金資産 23,403 35,395

その他 37,639 60,012

貸倒引当金 △1,386 △1,049

流動資産合計 3,932,378 4,282,615

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 163,082 153,120

機械装置及び運搬具（純額） 84,264 86,389

土地 400,469 400,469

リース資産（純額） 2,650 1,690

建設仮勘定 126,693 670,248

その他（純額） 10,408 8,043

有形固定資産合計 787,570 1,319,961

無形固定資産 132,174 101,958

投資その他の資産   

投資有価証券 275,258 283,693

繰延税金資産 59,080 54,548

その他 46,459 45,479

貸倒引当金 △778 △766

投資その他の資産合計 380,019 382,953

固定資産合計 1,299,764 1,804,874

繰延資産   

開業費 10,817 36,346

繰延資産合計 10,817 36,346

資産合計 5,242,960 6,123,836
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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 697,179 623,194

1年内償還予定の社債 130,000 150,000

短期借入金 1,094,605 1,098,755

リース債務 1,282 1,175

未払法人税等 4,655 660

賞与引当金 20,237 48,547

役員賞与引当金 12,000 －

その他 151,010 129,686

流動負債合計 2,110,971 2,052,020

固定負債   

社債 695,000 675,000

長期借入金 334,650 1,387,480

リース債務 1,367 515

役員退職慰労引当金 105,835 107,842

退職給付引当金 157,626 163,384

環境対策引当金 3,571 3,571

その他 13,048 13,156

固定負債合計 1,311,099 2,350,949

負債合計 3,422,070 4,402,969

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,325 512,325

資本剰余金 56,182 56,182

利益剰余金 1,201,830 1,129,317

自己株式 △4,687 △4,717

株主資本合計 1,765,649 1,693,107

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,458 17,669

為替換算調整勘定 △32,818 △52,962

その他の包括利益累計額合計 △14,360 △35,293

少数株主持分 69,601 63,052

純資産合計 1,820,889 1,720,866

負債純資産合計 5,242,960 6,123,836
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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 3,072,377 2,494,403

売上原価 2,112,907 1,789,724

売上総利益 959,470 704,679

販売費及び一般管理費 676,148 650,105

営業利益 283,321 54,573

営業外収益   

受取利息 462 598

受取配当金 3,286 3,877

助成金収入 － 2,098

為替差益 462 －

その他 1,352 2,725

営業外収益合計 5,563 9,299

営業外費用   

支払利息 20,437 25,719

固定資産除却損 200 43

社債発行費 15,753 2,259

支払手数料 7,047 9,500

為替差損 － 9,850

その他 1,822 4,487

営業外費用合計 45,261 51,861

経常利益 243,623 12,012

特別損失   

投資有価証券評価損 16,632 8,352

環境対策引当金繰入額 3,571 －

特別損失合計 20,203 8,352

税金等調整前四半期純利益 223,420 3,659

法人税、住民税及び事業税 88,550 45,057

法人税等調整額 5,684 △13,964

法人税等合計 94,234 31,092

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（△）

129,185 △27,433

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12,356 △6,043

四半期純利益又は四半期純損失（△） 116,828 △21,389
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

129,185 △27,433

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,691 △788

為替換算調整勘定 △43,222 △20,648

その他の包括利益合計 △35,531 △21,437

四半期包括利益 93,653 △48,871

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 82,514 △42,322

少数株主に係る四半期包括利益 11,139 △6,548
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

[セグメント情報]  

 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）および当第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） 

 当社グループは、研磨材製商品の製造販売を事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。     

   

   

（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

（５）セグメント情報等
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