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  （百万円未満切捨て）

（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  7,969  0.2  295  282.1  341  177.8  183  －

24年３月期第３四半期  7,951  △4.7  77  △82.2  122  △69.0  8  △95.3

  
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  6.44  －

24年３月期第３四半期  0.30  －

  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  16,750  11,317  67.5

24年３月期  16,354  11,313  69.1

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 11,317百万円   24年３月期 11,313百万円 

  
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  － － － 5.50  5.50

25年３月期  － － －     

25年３月期（予想）       5.50  5.50

（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４月１日～平成25年３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  11,300  △0.9  350  302.2  390  182.6  210  －  7.37

（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 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特

   有の会計処理の適用」をご覧ください。

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

（注）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細

    は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 30,887,396株 24年３月期 30,887,396株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 2,427,903株 24年３月期 2,426,386株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 28,460,235株 24年３月期３Ｑ 28,462,175株

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に対するレビュー手続は終了しておりません。 

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、実際の業績等は国内外の経済情勢並びに予期できない資源高騰等の様々な要因によ

り異なる可能性があります。
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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、個人消費や復興需要を背景として持ち直しの動きもみられたもの

の、世界景気の減速や長期にわたる円高などの影響を受け、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと当社におきましては、積極的な営業活動、一層の生産性の向上、更なるコスト削減の徹底

などに注力してまいりました結果、売上高は79億６千９百万円と前年同期比0.2％の増加となり、営業利益は２億

９千５百万円（前年同期は７千７百万円）、経常利益は３億４千１百万円（前年同期は１億２千２百万円）、四半

期純利益は１億８千３百万円（前年同期は８百万円）となりました。 

 セグメントの業績につきましては、精密加工事業部における売上高は48億２千１百万円と前年同期比11.7％の減

少となり、機械事業部における売上高は31億４千８百万円と前年同期比26.6％の増加となりました。  

   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、前期末より３億９千５百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が６

億６千４百万円減少したものの、たな卸資産が６億６千３百万円及び有形固定資産のその他に含まれる建設仮勘定

が２億５千３百万円増加したことによるものです。負債につきましては、３億９千１百万円の増加となりました。

これは主に、流動負債のその他に含まれる設備関係支払手形が４億９千万円増加したことによるものです。純資産

につきましては４百万円の増加となりました。  

   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成24年４月26日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の業績予

想に変更はありません。 

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

     

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、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３四半期累計期間の営業利益は8,261千円、経常利益及び税引前四半期

純利益はそれぞれ8,291千円増加しております。 

  

（３）追加情報 

（退職給付引当金） 

 当社は現行の退職給付制度の一部について、平成24年10月１日より確定拠出年金制度へ移行したことに伴い、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

 本移行に伴う影響額は、当第３四半期累計期間の特別損失（退職給付制度改定損）として144,944千円を計上し

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31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,122,632 4,457,707

受取手形及び売掛金 3,050,957 3,179,335

製品 148,543 361,254

仕掛品 1,223,992 1,679,922

原材料及び貯蔵品 592,036 587,084

その他 136,006 119,576

貸倒引当金 △16,000 △12,400

流動資産合計 10,258,168 10,372,480

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,677,305 1,610,734

機械及び装置（純額） 1,569,528 1,636,299

その他（純額） 785,508 1,091,432

有形固定資産合計 4,032,343 4,338,466

無形固定資産 70,358 75,039

投資その他の資産   

投資有価証券 1,345,822 1,301,367

その他 651,772 666,433

貸倒引当金 △3,525 △2,938

投資その他の資産合計 1,994,069 1,964,862

固定資産合計 6,096,770 6,378,369

資産合計 16,354,939 16,750,849
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,002,498 1,905,840

短期借入金 900,000 900,000

未払法人税等 54,015 85,219

賞与引当金 186,960 63,172

その他 491,711 1,147,489

流動負債合計 3,635,185 4,101,721

固定負債   

退職給付引当金 1,194,852 870,752

役員退職慰労引当金 186,884 178,288

その他 24,514 282,133

固定負債合計 1,406,251 1,331,174

負債合計 5,041,436 5,432,896

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175,416 4,175,416

資本剰余金 3,468,202 3,468,202

利益剰余金 3,653,372 3,680,350

自己株式 △339,721 △339,940

株主資本合計 10,957,269 10,984,030

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 356,233 333,922

評価・換算差額等合計 356,233 333,922

純資産合計 11,313,503 11,317,953

負債純資産合計 16,354,939 16,750,849
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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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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

売上高 7,951,264 7,969,788

売上原価 6,865,525 6,722,162

売上総利益 1,085,739 1,247,626

販売費及び一般管理費 1,008,357 951,949

営業利益 77,381 295,677

営業外収益   

受取利息 247 383

受取配当金 21,810 24,193

固定資産賃貸料 32,515 27,300

その他 16,140 13,477

営業外収益合計 70,714 65,354

営業外費用   

支払利息 5,633 4,610

固定資産賃貸費用 18,973 14,228

その他 683 1,016

営業外費用合計 25,290 19,856

経常利益 122,805 341,175

特別利益   

固定資産売却益 － 131,146

投資有価証券売却益 1,907 －

特別利益合計 1,907 131,146

特別損失   

固定資産売却損 742 629

固定資産除却損 9,315 5,059

投資有価証券売却損 － 4,734

投資有価証券評価損 2,340 －

退職給付制度改定損 － 144,944

特別損失合計 12,398 155,368

税引前四半期純利益 112,314 316,954

法人税等 103,764 133,440

四半期純利益 8,549 183,514
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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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