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（百万円未満切捨て） 
１．平成25年３月期第３四半期の業績（平成24年３月21日～平成24年12月20日） 
（１）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３四半期 4,374 1.2 3 △81.5 44 △21.0 68 △6.4 
24年 ３月期第３四半期 4,320 2.4 18 79.6 56 16.8 73 － 

 

 
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３四半期 14.75 － 
24年 ３月期第３四半期 15.75 － 

 
（２）財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年 ３月期第３四半期 3,743 2,425 64.8 
24年 ３月期 3,981 2,390 60.0 

(参考)自己資本  25年３月期第３四半期  2,425百万円 24年３月期  2,390百万円 

 
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   
24年 ３月期 － 0.00 － 5.00 5.00   
25年 ３月期 － 0.00 －   

25年 ３月期(予想)   5.00 5.00   

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成25年３月期の業績予想（平成24年３月21日～平成25年３月20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 6,000 1.1 46 21.1 95 9.5 86 △8.8 18.56 

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 

 
 

（２）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 

 
 

（３）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) 25年３月期３Ｑ 4,680,000株 24年３月期 4,680,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 46,774株 24年３月期 45,528株

③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期３Ｑ 4,634,177株 24年３月期３Ｑ 4,634,856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、四半期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 

・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２ページ「１．当四半期決算に関する定性
的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要等を背景とした緩やかな回復傾向が

見られたものの、欧州債務危機問題や新興国経済の景気減速による世界経済の停滞、近隣国との関係悪化による実

体経済への影響、長引く円高・株安等により、先行き不透明感が強まってまいりました。 

 当機械工具業界におきましても、スマートフォン関連市場での堅調な動きが続いているものの、主要ユーザーた

る自動車関連産業についてはエコカー補助金の打ち切りや中国との関係悪化による販売不振等の影響もあり、厳し

い経営環境が続いております。 

 このような中にあり当社としては、基本戦略を徹底するとともに新たな領域確保に向け、既往取引先との取引拡

大と新規取引先の獲得に引き続き注力してまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は4,374百万円（前年同期比1.2％増）となりました。利益面では、売

上高は僅かながら増加いたしましたが、経費、主に人件費等の増加により営業利益は３百万円（前年同期比81.5％

減）、経常利益は44百万円（前年同期比21.0％減）となりました。当四半期の最終利益としては震災関連等の補助

金や損害賠償金を特別利益に計上したことで68百万円（前年同期比6.4％減）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債および純資産の状況  

（資産）  

 当第３四半期会計期間末における総資産は、3,743百万円となり、前事業年度末に比べ、238百万円減少しまし

た。この主な要因は、流動資産で、現金及び預金が投資有価証券の取得等により229百万円、受取手形及び売掛金

が195百万円減少したこと等によるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債合計は、1,317百万円となり、前事業年度末に比べ、273百万円減少しまし

た。主な要因は、流動負債の支払手形及び買掛金が214百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産は、2,425百万円となり、前事業年度末に比べ、35百万円増加しまし

た。主な要因は、配当金の23百万円、その他有価証券評価差額金の減少10百万円等の減少要因が有りましたもの

の、四半期純利益68百万円を計上したことによるものであります。 

 なお、当四半期会計期間末における自己資本比率は64.8％となり、前事業年度末に比べ4.8ポイント上昇してお

ります。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期通期予想につきましては、現時点では、平成24年４月27日の決算発表時に公表いたしました業績

予想からの変更はありません。 

 なお、今後の経営環境により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたしま

す。   

（１）四半期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。   

   

（２）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。 

  

（３）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）  

 当第１四半期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。  

   

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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月20日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 518,952 289,173

受取手形及び売掛金 2,054,078 1,858,372

有価証券 100,353 100,000

商品 197,396 250,973

その他 20,962 18,530

貸倒引当金 △4,970 △5,260

流動資産合計 2,886,774 2,511,790

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 127,177 145,389

土地 210,555 191,927

その他（純額） 19,980 17,724

有形固定資産合計 357,714 355,042

無形固定資産 8,958 8,034

投資その他の資産   

投資有価証券 611,547 740,020

その他 128,749 137,852

貸倒引当金 △11,983 △9,408

投資その他の資産合計 728,313 868,464

固定資産合計 1,094,985 1,231,540

資産合計 3,981,759 3,743,331

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,320,032 1,105,807

未払法人税等 11,923 8,562

賞与引当金 18,000 3,300

役員賞与引当金 9,500 10,500

災害損失引当金 6,733 －

その他 113,477 84,917

流動負債合計 1,479,667 1,213,087

固定負債   

退職給付引当金 44,165 39,738

役員退職慰労引当金 50,400 54,025

その他 16,912 10,800

固定負債合計 111,477 104,563

負債合計 1,591,144 1,317,650
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月20日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,550 1,017,550

資本剰余金 1,174,661 1,174,661

利益剰余金 206,130 251,322

自己株式 △7,040 △7,356

株主資本合計 2,391,301 2,436,178

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △686 △10,497

評価・換算差額等合計 △686 △10,497

純資産合計 2,390,614 2,425,680

負債純資産合計 3,981,759 3,743,331
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年12月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年12月20日) 

売上高 4,320,119 4,374,069

売上原価 3,741,157 3,786,574

売上総利益 578,961 587,494

販売費及び一般管理費 560,360 584,050

営業利益 18,601 3,444

営業外収益   

仕入割引 29,488 29,967

その他 12,858 14,112

営業外収益合計 42,347 44,080

営業外費用   

支払利息 2,326 1,742

不動産賃貸費用 2,079 483

その他 175 773

営業外費用合計 4,581 2,999

経常利益 56,367 44,525

特別利益   

貸倒引当金戻入額 19,265 －

災害見舞金受取額 8,901 －

受取損害賠償金 － 22,964

補助金収入 － 9,000

特別利益合計 28,166 31,964

特別損失   

固定資産除却損 301 1,670

投資有価証券評価損 1,389 －

災害見舞金等 4,417 －

特別損失合計 6,107 1,670

税引前四半期純利益 78,426 74,819

法人税、住民税及び事業税 5,423 6,454

法人税等合計 5,423 6,454

四半期純利益 73,003 68,364
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

 当社は、機械、工具及び産業機械・器具等の販売事業の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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