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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 11,052 2.2 34 △40.9 80 △41.2 84 △45.9
24年3月期第3四半期 10,812 10.7 59 ― 136 ― 156 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 68百万円 （△45.7％） 24年3月期第3四半期 126百万円 （―％）

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 13.73 ―
24年3月期第3四半期 25.37 ―

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 15,075 9,642 64.0
24年3月期 14,496 9,666 66.7
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 9,642百万円 24年3月期 9,666百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
25年3月期 ― 7.50 ―
25年3月期（予想） 7.50 15.00

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 ： 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 14,500 1.3 90 △43.4 130 △44.9 160 △37.3 26.01



(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Ｐ２「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・会計上の見積もりの変更・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

四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今

後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想のご利用にあたっては、（添付資料）Ｐ２「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 6,400,000 株 24年3月期 6,400,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 248,781 株 24年3月期 248,781 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 6,151,219 株 24年3月期3Q 6,151,219 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、欧州の債務危機や中国をはじめとした新興国の成長鈍化など

海外経済の減速を背景に、企業収益の回復の動きは弱いものとなり、国内経済は先行き不透明な状況で推移いたし

ました。

当社グループの主な事業分野である建設・土木業界におきましては、東日本大震災の復旧・復興事業が徐々に立

ち上がりつつあるものの、民間設備投資は低い水準に留まった結果、業界全体としては依然として厳しい状況とな

りました。

このような環境において、当社グループは、主力製品であるワイヤーメッシュ及びフープの売上拡大及び戦略製

品であるトーアミＣＤメッシュの販路開拓等に取り組んだことにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は110

億52百万円（前年同四半期比2.2％増）となりました。

損益面におきましては、価格競争等による厳しい受注環境が続いていることから、陥没した価格の是正が進ま

ず、営業利益は34百万円（前年同四半期比40.9％減）、経常利益は80百万円（前年同四半期比41.2％減）、四半期

純利益は84百万円（前年同四半期比45.9％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 150億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億78百万円増加しま

した。主な要因としましては、現金及び預金が２億53百万円、受取手形及び売掛金が４億５百万円増加しました

が、無形固定資産が38百万円、投資有価証券が21百万円、前払年金費用が27百万円それぞれ減少したことによるも

のです。 

負債の部は、54億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億２百万円増加しました。主な要因としまして

は、短期借入金が８億円増加しましたが、支払手形及び買掛金が２億27百万円減少したことによるものです。

純資産の部は、96億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円減少しました。これにより、自己資本比

率は64.0％となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月７日に公表しました連結業績予想から修正は行っ

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

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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当第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あたえる影響は軽

微であります。

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



３．四半期連結財務諸表
（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 1,094,665 1,347,745

受取手形及び売掛金 5,216,804 5,621,866

商品及び製品 595,036 502,515

仕掛品 265,993 239,550

原材料及び貯蔵品 1,262,643 1,373,273

その他 12,784 9,935

貸倒引当金 △8,598 △9,222

流動資産合計 8,439,329 9,085,664

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,151,206 1,096,295

機械装置及び運搬具（純額） 504,527 577,002

土地 3,746,531 3,746,531

建設仮勘定 1,700 2,750

その他（純額） 12,177 10,020

有形固定資産合計 5,416,143 5,432,600

無形固定資産

のれん 28,500 14,250

その他 69,521 44,922

無形固定資産合計 98,021 59,172

投資その他の資産

投資有価証券 379,178 357,502

前払年金費用 85,368 57,404

その他 103,217 106,254

貸倒引当金 △24,564 △23,311

投資その他の資産合計 543,199 497,850

固定資産合計 6,057,365 5,989,622

資産合計 14,496,694 15,075,286



（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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,848,324 2,620,772

短期借入金 830,000 1,630,000

未払法人税等 16,675 11,461

繰延税金負債 87 36

賞与引当金 81,869 25,518

その他 430,260 544,875

流動負債合計 4,207,216 4,832,663

固定負債

繰延税金負債 299,305 280,547

退職給付引当金 35,405 39,027

役員退職慰労引当金 274,560 267,272

その他 13,569 12,798

固定負債合計 622,840 599,645

負債合計 4,830,057 5,432,309

純資産の部

株主資本

資本金 1,290,800 1,290,800

資本剰余金 1,207,310 1,207,310

利益剰余金 7,229,740 7,221,958

自己株式 △112,696 △112,696

株主資本合計 9,615,153 9,607,371

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 51,482 35,605

その他の包括利益累計額合計 51,482 35,605

純資産合計 9,666,636 9,642,977

負債純資産合計 14,496,694 15,075,286



（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 10,812,696 11,052,094

売上原価 9,248,509 9,401,646

売上総利益 1,564,186 1,650,448

販売費及び一般管理費 1,505,164 1,615,551

営業利益 59,022 34,896

営業外収益

受取利息 140 235

受取配当金 5,463 5,609

受取賃貸料 7,162 10,266

為替差益 58,604 24,687

その他 19,620 12,497

営業外収益合計 90,991 53,296

営業外費用

支払利息 8,713 5,517

売上割引 1,621 1,717

その他 2,890 590

営業外費用合計 13,225 7,825

経常利益 136,787 80,367

特別利益

固定資産売却益 － 3,374

特別利益合計 － 3,374

特別損失

固定資産除却損 198 －

投資有価証券評価損 915 －

特別退職金 20,880 －

特別損失合計 21,993 －

税金等調整前四半期純利益 114,794 83,741

法人税、住民税及び事業税 8,493 9,272

法人税等調整額 △49,727 △10,017

法人税等合計 △41,233 △744

少数株主損益調整前四半期純利益 156,027 84,486

四半期純利益 156,027 84,486



（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 156,027 84,486

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,668 △15,877

繰延ヘッジ損益 △17,100 －

その他の包括利益合計 △29,768 △15,877

四半期包括利益 126,259 68,608

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 126,259 68,608

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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