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1.  平成25年1月期第3四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年10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 ％

25年1月期第3四半期 40,835 △1.8 2,006 77.1 2,046 72.7 1,829 93.4
24年1月期第3四半期 41,582 5.1 1,133 27.1 1,184 35.6 946 45.8

（注）包括利益 25年1月期第3四半期 1,866百万円 （109.4％） 24年1月期第3四半期 891百万円 （―％）

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1月期第3四半期 74.01 ―

24年1月期第3四半期 38.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年1月期第3四半期 30,042 11,651 38.8
24年1月期 25,751 9,885 38.4

（参考） 自己資本   25年1月期第3四半期  11,651百万円 24年1月期  9,885百万円

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1月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年1月期 ― 0.00 ―

25年1月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成25年 1月期の連結業績予想（平成24年 2月 1日～平成25年 1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 51,000 △2.0 1,110 53.8 1,150 42.5 940 64.0 38.02



(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ます。なお、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 
 本資料に掲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
の業績等はさまざま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。 
 
(四半期決算補足説明資料の入手方法について) 
 四半期決算補足説明資料は平成24年12月７日(金)に当社ホームページに掲載いたします。 

※  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） 25年1月期3Q 24,832,857 株 24年1月期 24,832,857 株

② 期末自己株式数 25年1月期3Q 110,279 株 24年1月期 104,933 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期3Q 24,725,201 株 24年1月期3Q 24,729,612 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２月１日～平成24年10月31日）におけるわが国経済は、欧

州の債務問題や円高の定着、日中関係の動向等により不安定な状況が続いており、緩やかに回復し

ていた企業収益や個人消費についても横ばいとなる等、景気は足踏み状態にありました。 

当ディスプレイ業界の事業環境につきましては、個人消費や企業活動の穏やかな回復を背景に、

店舗投資・設備投資に活発さが戻りつつあったものの、東日本大震災の影響が想定以上に長引いて

いることや景気回復の減速感を背景に先行きの不透明な状況が続いております。 

このような状況のもと当グループは、中期経営計画（平成24年１月期～平成26年１月期）に基づ

き、厳しい経営環境の中でも確実に利益を創出し、成長し続けるべく強靭な企業体質の構築を目指

して経営改革に取り組んでまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は408億35百万円（前年同四半期比1.8％減）とな

り、営業利益は20億６百万円（前年同四半期比77.1％増）、経常利益は20億46百万円（前年同四半

期比72.7％増）、四半期純利益は18億29百万円（前年同四半期比93.4％増）となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間の受注高は415億86百万円となりました。 

   

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて16.7％増加し、300億42百万円となりました。

これは、主に現金預金が12億90百万円、受取手形・完成工事未収入金等が24億83百万円それぞれ増

加したことによるものであります。 

（負債の部） 

負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて15.9％増加し、183億90百万円となりました。

これは、主に支払手形・工事未払金等が10億71百万円、短期借入金が20億50百万円それぞれ増加し

たことによるものであります。 

（純資産の部） 

純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて17.9％増加し、116億51百万円となりまし

た。これは、主に剰余金の配当を98百万円行ったものの、四半期純利益を18億29百万円計上したた

め、利益剰余金が17億30百万円増加したことによるものであります。 

     

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年１月期の業績予想については、利益面において、当第３四半期連結累計期間の実績が通

期予想を上回っておりますが、今後の見通しには不確定要素も多いため、平成24年３月16日に発表

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
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2. 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１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,716,368 5,006,446

受取手形・完成工事未収入金等 6,259,620 8,742,710

未成工事支出金等 5,271,830 5,784,953

その他 427,326 287,391

貸倒引当金 △1,370 △21,309

流動資産合計 15,673,776 19,800,192

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,453,001 4,453,001

その他（純額） 1,442,552 1,508,213

有形固定資産合計 5,895,553 5,961,215

無形固定資産 392,472 477,762

投資その他の資産   

その他 4,044,060 3,994,803

貸倒引当金 △254,375 △191,253

投資その他の資産合計 3,789,684 3,803,549

固定資産合計 10,077,710 10,242,527

資産合計 25,751,487 30,042,720
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 6,162,020 7,233,367

短期借入金 1,260,000 3,310,000

未成工事受入金 1,860,802 1,626,716

工事損失引当金 295,451 305,583

その他の引当金 249,030 238,809

その他 1,669,543 1,420,077

流動負債合計 11,496,848 14,134,553

固定負債   

社債 1,000,000 1,400,000

長期借入金 2,526,000 1,911,000

引当金 84,967 91,393

その他 757,766 853,812

固定負債合計 4,368,734 4,256,205

負債合計 15,865,582 18,390,759

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,026,750 4,026,750

資本剰余金 4,024,840 4,024,840

利益剰余金 1,665,397 3,396,379

自己株式 △42,118 △43,416

株主資本合計 9,674,869 11,404,554

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 236,638 272,704

為替換算調整勘定 △25,603 △25,297

その他の包括利益累計額合計 211,034 247,406

純資産合計 9,885,904 11,651,960

負債純資産合計 25,751,487 30,042,720
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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２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 41,582,163 40,835,319

売上原価 36,049,725 34,421,269

売上総利益 5,532,438 6,414,050

販売費及び一般管理費 4,399,242 4,407,435

営業利益 1,133,195 2,006,614

営業外収益   

仕入割引 44,057 47,105

その他 128,954 81,377

営業外収益合計 173,012 128,482

営業外費用   

支払利息 75,140 55,904

その他 46,150 32,860

営業外費用合計 121,291 88,765

経常利益 1,184,916 2,046,331

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5,551

貸倒引当金戻入額 19,146 －

その他 10,156 －

特別利益合計 29,302 5,551

特別損失   

固定資産除却損 4,364 8,323

投資有価証券評価損 27,287 7,388

ゴルフ会員権評価損 2,480 5,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,266 －

その他 32,187 －

特別損失合計 100,586 20,711

税金等調整前四半期純利益 1,113,633 2,031,172

法人税、住民税及び事業税 139,741 180,482

法人税等調整額 27,839 20,796

法人税等合計 167,580 201,278

少数株主損益調整前四半期純利益 946,052 1,829,893

四半期純利益 946,052 1,829,893
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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２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 946,052 1,829,893

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50,050 36,065

為替換算調整勘定 △4,580 305

その他の包括利益合計 △54,631 36,371

四半期包括利益 891,420 1,866,264

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 891,420 1,866,264
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  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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