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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  9,894  6.5  391  △55.0  502  △23.0  256  －

24年３月期第３四半期  9,290  10.0  869  244.7  652  222.6  △15  －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 44百万円（ ％） －   24年３月期第３四半期 △43百万円 （ ％） －

  
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  26.47  －

24年３月期第３四半期  △1.55  －

  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  17,598  15,755  89.5  1,626.65

24年３月期  18,023  15,789  87.5  1,627.21

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 15,755百万円   24年３月期 15,763百万円 

  
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 － 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  12,800  2.8  600  △40.8  760  △1.8  450  670.9  46.44

（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： 無

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Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）会計方針の変更・会計上の見積りの

変更・修正再表示」をご確認ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 10,095,800株 24年３月期 10,095,800株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 409,800株 24年３月期 408,175株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 9,686,437株 24年３月期３Ｑ 9,689,306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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。

（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Ｐ．２「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。
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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、東日本大震災からの復興需要などを背景に生産や設備投資

が持ち直すなど、企業業績は一部に回復傾向が見られるものの、欧州の債務危機や中国経済の減速懸念などもあ

り、景気の先行きは見通しにくい状況が続いております。しかしながら、昨年末の政権交代により、株価は回復、

為替相場も足元では円高修正の局面が続いており、景気回復への期待感は高まっております。 

 当業界におきましては、被災地における復興住宅の着工増加や各種住宅取得支援制度の効果を背景として、新設

住宅着工戸数に緩やかな回復の動きが見られたものの、雇用・所得環境には未だ厳しさが残存しているなど、経済

情勢の全般に同じく、本格的な市場の回復には至らない水準で推移いたしました。 

このような状況のなか、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、木材関連事業では、収納

材を中心とする新製品の生産販売に力を注ぎ、積極的な販売活動を推進いたしました。コスト面では原材料価格の

高騰を受け、製品加工の集約化・効率化・内製化等による変動費の圧縮に継続して取組むなど、収益の確保に努め

てまいりました。電線関連事業では、建設投資の削減に伴う受注競争の激化や建設資材価格の高止まりに加えて、

労務単価の上昇も顕著になるなど、厳しい環境での営業展開となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益

百万円（前年同四半期比 ％減）、経常利益 百万円（前年同四半期比 ％減）、四半期純利益 百万

円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）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流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に現金及び預金 百万円の減少、原材料及び貯蔵品 百万円の減少、受取手形及び売掛金

百万円の増加等によるものであります。固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減

少いたしました。これは主に機械装置及び運搬具 百万円の減少、投資不動産 百万円の減少等によるものであり

ます。 

 この結果、総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金 百万円の減少、未払金 百万円の減少等によるものであります。

固定負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。これは主に繰延税金負債 百万

円の減少等によるものであります。 

 この結果、負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。  

（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 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少

いたしました。これは主に利益剰余金 百万円の増加、為替換算調整勘定 百万円の減少等によるものでありま

す。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成24年５月14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連

結業績予想に変更はありません。   

   

（１）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分することが困難な会計方針の変更 

（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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響額は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

9,894 6.5

391 55.0 502 23.0 256

15

9,153 216

491 361

478 8,444 208

73 62

17,598 425

1,721 387

230 191

120 3 4

1,842 391

15,755 33

207 163

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 1,278,816 787,458

受取手形及び売掛金 4,642,836 5,121,184

商品及び製品 581,029 751,283

仕掛品 845,697 883,837

原材料及び貯蔵品 1,685,681 1,324,065

繰延税金資産 82,392 52,596

その他 255,883 235,091

貸倒引当金 △1,910 △1,816

流動資産合計 9,370,426 9,153,702

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,275,044 5,372,468

減価償却累計額 △4,120,759 △4,174,651

建物及び構築物（純額） 1,154,284 1,197,816

機械装置及び運搬具 6,786,131 6,514,476

減価償却累計額 △6,274,046 △6,075,547

機械装置及び運搬具（純額） 512,084 438,929

工具、器具及び備品 433,876 377,049

減価償却累計額 △355,056 △319,030

工具、器具及び備品（純額） 78,819 58,018

土地 3,909,103 3,923,103

建設仮勘定 43,242 21,594

その他 28,418 13,491

有形固定資産合計 5,725,953 5,652,954

無形固定資産   

その他 543,521 485,694

無形固定資産合計 543,521 485,694

投資その他の資産   

投資有価証券 621,778 602,119

投資不動産 1,760,064 1,720,705

減価償却累計額 △554,243 △577,595

投資不動産（純額） 1,205,821 1,143,110

繰延税金資産 － 26,381

その他 597,013 575,398

貸倒引当金 △41,253 △41,354

投資その他の資産合計 2,383,359 2,305,655

固定資産合計 8,652,833 8,444,304

資産合計 18,023,260 17,598,006



（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 1,180,547 949,554

未払金 445,438 253,902

未払費用 100,832 106,765

未払法人税等 65,579 144,440

未払消費税等 71,547 107,896

賞与引当金 211,407 105,290

その他 34,025 53,549

流動負債合計 2,109,379 1,721,398

固定負債   

繰延税金負債 4,934 627

退職給付引当金 84,049 86,398

役員退職慰労引当金 10,140 10,140

その他 25,419 23,713

固定負債合計 124,543 120,879

負債合計 2,233,922 1,842,278

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,121,000 2,121,000

資本剰余金 1,865,920 1,865,920

利益剰余金 12,025,279 12,233,240

自己株式 △129,944 △130,585

株主資本合計 15,882,255 16,089,575

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,717 △33,724

繰延ヘッジ損益 45,660 37,793

為替換算調整勘定 △174,866 △337,915

その他の包括利益累計額合計 △118,489 △333,847

少数株主持分 25,571 －

純資産合計 15,789,337 15,755,728

負債純資産合計 18,023,260 17,598,006



（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 9,290,836 9,894,761

売上原価 5,889,000 6,763,502

売上総利益 3,401,835 3,131,258

販売費及び一般管理費   

発送運賃 611,814 604,910

報酬及び給料手当 823,847 891,770

賞与引当金繰入額 53,690 70,941

退職給付費用 47,544 50,107

その他 995,044 1,122,393

販売費及び一般管理費合計 2,531,941 2,740,124

営業利益 869,894 391,134

営業外収益   

受取利息 12,358 10,363

受取配当金 10,825 11,427

為替差益 － 58,611

受取賃貸料 72,769 76,598

その他 29,722 17,394

営業外収益合計 125,675 174,396

営業外費用   

持分法による投資損失 1,317 9,981

為替差損 285,185 －

賃貸費用 41,135 49,983

その他 15,573 3,033

営業外費用合計 343,211 62,998

経常利益 652,358 502,531

特別利益   

固定資産売却益 21,099 2,484

特別利益合計 21,099 2,484

特別損失   

固定資産除却損 14,049 14,293

減損損失 － 39,359

訴訟関連損失 645,559 －

特別損失合計 659,608 53,652

税金等調整前四半期純利益 13,849 451,363

法人税、住民税及び事業税 49,423 166,017

過年度法人税等 18,248 －

法人税等調整額 △40,953 25,336

法人税等合計 26,718 191,353

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（△）

△12,869 260,010

少数株主利益 2,187 3,610

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,057 256,399



（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（△）

△12,869 260,010

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,508 △44,441

繰延ヘッジ損益 △18,807 △7,867

為替換算調整勘定 △26,646 △163,049

その他の包括利益合計 △30,945 △215,357

四半期包括利益 △43,814 44,652

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △45,524 41,041

少数株主に係る四半期包括利益 1,709 3,610



 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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