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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12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3月期第3四半期 5,547 8.8 133 ― 102 ― 44 ―
24年3月期第3四半期 5,098 2.1 3 △98.0 △25 ― △34 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 52百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △37百万円 （―％）

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3月期第3四半期 8.85 ―
24年3月期第3四半期 △6.91 ―

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 8,744 3,412 39.0
24年3月期 8,828 3,419 38.7
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,412百万円 24年3月期  3,419百万円

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3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 12.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3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 7,506 7.3 285 85.5 239 88.8 118 129.9 23.63



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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）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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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3月期3Q 5,000,000 株 24年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 5,911 株 24年3月期 4,943 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 4,994,416 株 24年3月期3Q 4,995,761 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、震災の継続的な復興需要があり緩やかではありますが回復基

調で推移いたしました。一方では、欧州債務危機などによる世界経済の減速や円高の長期化等により輸出や生産の

落ち込みが景気を下押しし、先行きは厳しい状況にありました。 

 当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、震災関連の継続的な復興工事と補正予算執行によ

り公共工事が増加いたしましたが、復興政策実行の遅れや工事予算を削減している地域もあり引き続き厳しい経営

環境が続いております。 

 この様な状況下、提案型営業の推進、レンタル商品の拡充や仕入単価の低減等に取り組み受注の確保に努めてま

いりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益

百万円（前年同期は 百万円の利益）、経常利益 百万円（前年同期は 百万円の損失）、四半期純利益 百万円

（前年同期は 百万円の損失）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３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金の減少 百万円、受取手形及び売掛金の増加 百万円、商品及び製品の増

加 百万円、建物及び構築物の増加 百万円、リース資産の減少 百万円によるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となりま

した。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加 百万円、未払法人税等の増加 百万円、リース債務の減少

百万円であります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末と比較して 百万円減少し 百万円となりま

した。この主な要因は、当四半期純利益 百万円、配当金の支払 百万円であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月９日に公表いたしました業績予想から修正しておりま

す。詳細につきましては、本日（平成25年１月30日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

   

   

（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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益に与える影響はそれぞれ軽微であります。 

   

   

 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

5,547 8.8 133

3 102 25 44
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,355,305 2,115,066

受取手形及び売掛金 2,118,521 2,297,145

商品及び製品 694,017 739,494

原材料 149,723 131,490

繰延税金資産 46,769 37,232

その他 56,803 43,551

貸倒引当金 △9,500 △10,300

流動資産合計 5,411,641 5,353,680

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 688,130 784,093

レンタル資産（純額） 189,613 221,974

土地 1,407,326 1,407,326

リース資産（純額） 650,542 496,517

その他（純額） 14,853 18,301

有形固定資産合計 2,950,466 2,928,213

無形固定資産 24,105 20,910

投資その他の資産   

投資有価証券 282,024 288,929

繰延税金資産 24,153 23,077

その他 147,182 142,022

貸倒引当金 △10,730 △12,386

投資その他の資産合計 442,630 441,643

固定資産合計 3,417,202 3,390,766

資産合計 8,828,844 8,744,447

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 849,553 905,101

短期借入金 1,681,000 1,765,000

1年内返済予定の長期借入金 695,000 180,000

リース債務 217,498 214,339

未払法人税等 14,730 31,405

賞与引当金 61,424 30,769

その他 175,745 212,503

流動負債合計 3,694,952 3,339,118

固定負債   

長期借入金 1,035,000 1,465,000

リース債務 445,470 292,118

長期未払金 65,783 65,600

再評価に係る繰延税金負債 110,827 110,827

退職給付引当金 56,026 58,282

その他 1,479 1,479

固定負債合計 1,714,586 1,993,307

負債合計 5,409,538 5,332,425



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 2,824,666 2,808,922

自己株式 △1,319 △1,556

株主資本合計 4,677,436 4,661,455

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,168 18,866

土地再評価差額金 △1,268,300 △1,268,300

その他の包括利益累計額合計 △1,258,131 △1,249,434

純資産合計 3,419,305 3,412,021

負債純資産合計 8,828,844 8,744,447



（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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 5,098,982 5,547,885

売上原価 2,859,710 3,111,756

売上総利益 2,239,272 2,436,129

販売費及び一般管理費 2,235,846 2,302,964

営業利益 3,425 133,164

営業外収益   

受取利息 3,941 3,526

受取配当金 3,211 3,230

投資有価証券評価益 3,885 －

その他 7,648 8,934

営業外収益合計 18,686 15,691

営業外費用   

支払利息 43,986 39,604

投資有価証券評価損 － 3,567

その他 3,914 3,316

営業外費用合計 47,900 46,488

経常利益又は経常損失（△） △25,788 102,367

特別利益   

投資有価証券売却益 10,321 －

受取保険金 － 20,032

特別利益合計 10,321 20,032

特別損失   

固定資産除却損 － 4,538

特別損失合計 － 4,538

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△15,467 117,861

法人税、住民税及び事業税 37,764 64,825

法人税等調整額 △18,716 8,839

法人税等合計 19,047 73,664

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（△）

△34,514 44,196

四半期純利益又は四半期純損失（△） △34,514 44,196



（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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

△34,514 44,196

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,727 8,697

土地再評価差額金 8,333 －

その他の包括利益合計 △3,393 8,697

四半期包括利益 △37,908 52,894

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △37,908 52,894

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 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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