
  

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 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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  28,694  0.4  2,931  △9.9  2,969  △4.9  1,318  △10.8

24年３月期第３四半期  28,581  2.7  3,254  101.0  3,123  138.3  1,478  －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 2,147百万円（ ％） 15.8   24年３月期第３四半期 1,854百万円 （ ％） －

  
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  52.92  －

24年３月期第３四半期  59.35  －

  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 

25年３月期第３四半期  79,242  29,150  16.9  538.76

24年３月期  79,082  27,240  15.1  477.82

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 13,423百万円   24年３月期 11,905百万円 

  
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  － 0.00 － 0.00  0.00

25年３月期  － 0.00 －    

25年３月期（予想）      0.00  0.00

（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）

  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  40,200  3.1  4,200  △8.1  3,800  △10.9  1,300  △21.1  52.18

（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 

  

 

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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： 有

（注）詳細は、添付資料２ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」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        ： 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３月期３Ｑ 24,922,600株 24年３月期 24,922,600株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 6,783株 24年３月期 6,683株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 24,915,863株 24年３月期３Ｑ 24,916,007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の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に関する注意事項等につきましては、２ページの「連結業績予想に関する定性的情報」をご

覧下さい。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、長引く円高基調や世界経済の減速等先行き不透明な状況が続いて

おります。 

このような経済情勢のもとで、当社グループは、総力をあげて積極的な営業活動を展開するとともに、事業活動

全般にわたる徹底した効率化、合理化を推進して業績の向上に努めてまいりました。 

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は 百万円（前年同四半期比0.4％増）、連

結営業利益は 百万円（前年同四半期比9.9％減）、連結経常利益は 百万円（前年同四半期比4.9％

減）、連結四半期純利益は 百万円（前年同四半期比10.8％減）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における資産合計は、前連結会計年度末に比べて1億 百万円増加しておりま

す。主な要因は、「現金及び預金」等の流動資産が20億61百万円減少したものの、「固定資産」が22億５百万円

増加したこと等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における負債合計は、前連結会計年度末に比べて17億50百万円の減少となりまし

た。主な要因は、「支払手形及び買掛金」5億82百万円の減少及び「未払法人税等」8億11百万円の減少等による

ものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて19億10百万円増加しておりま

す。主な要因は、当第３四半期純利益 百万円を計上したこと等によるものであります。この結果、自己資

本比率は ％となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数

値と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては平成24年５月14日公表時から変更しておりません。

   

（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 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

286億94

29億31 29億69

13億18

60

13億18

16.9

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 12,952 10,409

受取手形及び売掛金 7,504 6,643

商品及び製品 748 692

仕掛品 493 587

原材料及び貯蔵品 179 164

その他 2,593 3,197

貸倒引当金 △1,181 △466

流動資産合計 23,290 21,229

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,442 14,153

機械装置及び運搬具（純額） 2,212 2,418

土地 20,908 20,934

工具、器具及び備品（純額） 3,784 3,766

コース勘定（純額） 3,619 3,622

その他（純額） 1,159 1,818

有形固定資産合計 46,127 46,714

無形固定資産 1,166 1,176

投資その他の資産   

投資有価証券 4,571 5,229

その他 4,130 5,521

貸倒引当金 △271 △713

投資その他の資産合計 8,430 10,037

固定資産合計 55,723 57,928

繰延資産 68 85

資産合計 79,082 79,242

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,998 2,416

短期借入金 300 750

1年内返済予定の長期借入金 4,952 5,601

1年内償還予定の社債 860 1,000

未払法人税等 1,086 275

賞与引当金 412 433

返品調整引当金 67 78

その他 2,586 2,886

流動負債合計 13,263 13,442



（単位：百万円）

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) 

固定負債   

社債 2,060 2,860

長期借入金 16,331 13,903

繰延税金負債 2,656 2,738

再評価に係る繰延税金負債 625 625

退職給付引当金 300 261

役員退職慰労引当金 408 432

預り入会金 14,816 14,341

その他 1,379 1,486

固定負債合計 38,578 36,650

負債合計 51,842 50,092

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,806 4,000

利益剰余金 4,148 11,273

自己株式 △4 △4

株主資本合計 13,950 15,269

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 302 452

繰延ヘッジ損益 △35 △34

土地再評価差額金 △1,496 △1,496

為替換算調整勘定 △816 △766

その他の包括利益累計額合計 △2,045 △1,845

少数株主持分 15,335 15,726

純資産合計 27,240 29,150

負債純資産合計 79,082 79,242



（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：百万円）

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 28,581 28,694

売上原価 19,042 19,258

売上総利益 9,538 9,435

販売費及び一般管理費 6,284 6,504

営業利益 3,254 2,931

営業外収益   

受取利息 23 27

受取配当金 45 52

償還差益 229 238

その他 234 203

営業外収益合計 532 522

営業外費用   

支払利息 342 315

賃貸費用 100 99

その他 220 69

営業外費用合計 664 484

経常利益 3,123 2,969

特別利益   

投資有価証券売却益 85 －

事業整理益 － 55

その他 3 3

特別利益合計 89 58

特別損失   

固定資産除却損 21 57

投資有価証券評価損 18 －

その他 19 6

特別損失合計 58 64

税金等調整前四半期純利益 3,154 2,962

法人税等 1,076 1,019

少数株主損益調整前四半期純利益 2,077 1,943

少数株主利益 599 624

四半期純利益 1,478 1,318



（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：百万円）

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 2,077 1,943

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △139 154

繰延ヘッジ損益 △15 0

土地再評価差額金 88 －

為替換算調整勘定 △155 49

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △0

その他の包括利益合計 △223 204

四半期包括利益 1,854 2,147

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,259 1,518

少数株主に係る四半期包括利益 594 629



該当事項はありません。   

   

当社は第48期定時株主総会の決議により、平成24年７月31日を効力発生日として、会社法第447条第１項の規

定に基づき資本金を 百万円減少しその他資本剰余金に振り替え、更に同振り替え額の全額を会社法第452条

の規定に基づき繰越利益剰余金に振り替え欠損填補を行っております。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が4,000百万円となっております。    

   

（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

5,806
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