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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 9,994 △6.9 191 △66.9 169 △71.5 262 799.3
24年3月期第3四半期 10,736 6.9 577 △18.6 594 △12.4 29 △91.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 360百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △226百万円 （―％）

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 39.90 ―
24年3月期第3四半期 4.44 ―

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 15,951 8,447 48.8
24年3月期 14,174 8,175 53.5
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  7,781百万円 24年3月期  7,581百万円

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  
平成25年3月期の第2四半期末、期末の1株当たり配当金には、それぞれ記念配当を1円50銭ずつ含んでおります。 

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
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  ：  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 13,700 △0.2 240 △64.7 195 △72.0 380 58.9 57.76



(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) 第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
   は、添付資料３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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※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３ページ「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 6,600,000 株 24年3月期 6,600,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 16,210 株 24年3月期 16,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 6,583,790 株 24年3月期3Q 6,583,822 株
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当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、雇用・所得環境の回復が鈍い中、復興需要による景気押

し上げ効果も徐々に減衰し、内需におけるマイナスの需給ギャップに改善が見られなかったものの、年

末には行き過ぎた円高は修正の方向に向かい、米国の「財政の崖」問題、欧州債務問題も当面の危機は

回避されました。中国や新興国・資源国については以前ほどの高成長は望めませんが、アセアン諸国を

中心に海外経済は穏やかな回復傾向が予想されています。 

 このような経済環境の下、国内砥石製造・販売事業では、国内市場向けの売上は計画通りに推移し、

一方で海外市場向け売上は、インドネシア向け等砥石輸出が好調で、計画を上回りました。そのため国

内砥石製造・販売事業の売上は、全体でも計画を上回ることができました。 

 製品商品販売事業は、期待された震災復興の顕在化は窺われず、経済全体の停滞による企業マインド

の慎重化から、研磨材製品・電動工具を中心とした消耗品の需要が減少し、販売計画を下回りました。

利益面では、販売管理費の削減に努めましたが、損失を計上しております。 

 海外砥石製造・販売事業は、平成23年10月に発生したタイ王国の洪水の影響により、上半期の操業停

止、減産の影響により、販売が前年同期比４割減となり、営業利益は損失となりましたが、損害保険金

の入金により四半期純利益は黒字を計上しております。 

 このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は9,994,719千円となり、前年同期比

741,310千円（6.9％）の減収となりました。 

 売上原価率は、砥石生産量の減少により1.7ポイント悪化いたしました。 

 その結果、連結営業利益は191,163千円となり、前年同期比386,578千円（66.9％）減益となりまし

た。 

 連結経常利益は、為替差益が減少したことに加え、支払利息が増加したこともあり169,327千円とな

り、前年同期比425,490千円（71.5％）の減益となりました。 

 連結四半期純利益は、海外砥石製造・販売事業の洪水による損害保険金の入金308,111千円を特別利

益に計上したため262,684千円となり、前年同期比233,475千円（799.3％）の増益となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間の資産合計は15,951,586千円となり、前連結会計年度に比べ1,776,975千

円増加いたしました。 

 流動資産は、7,818,737千円となり754,031千円増加いたしました。 

 主な要因は、海外砥石製造・販売事業の洪水からの生産販売活動の復旧等に伴い売上債権が250,912

千円増加とたな卸資産が478,446千円増加したことによるものであります。 

 固定資産は、8,132,848千円となり1,022,943千円増加いたしました。内訳は有形固定資産が、

7,357,704千円となり1,038,654千円増加いたしました。 

 主な要因は、国内砥石製造・販売事業におけるコンポジット事業部の生産移設に伴う建物、機械及び

装置等が328,335千円増加し、海外砥石製造・販売事業におけるロジャナ工場、ピントン工場の建物、

機械設備等が722,272千円増加したことによるものであります。 

 無形固定資産は、ソフトウエアの減価償却等により309,480千円となり25,229千円減少いたしまし

た。 

 投資その他の資産は、465,663千円となり9,518千円増加いたしました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間の負債合計は7,504,211千円となり、前連結会計年度に比べ1,505,030千円

増加いたしました。 

 流動負債は、5,941,279千円となり1,400,579千円増加いたしました。 

 主な要因は、国内砥石製造・販売事業においてコンポジット事業部の建物建設等に伴う設備関係支払

手形が101,580千円増加し、また、季節資金等の短期借入金及び一年内返済予定の長期借入金が469,130

千円増加したことに加え、海外砥石製造・販売事業におけるロジャナ工場の増設とピントン工場の新設

のための借入金が888,361千円増加したことによるものであります。 

 固定負債は1,562,931千円となり104,451千円増加いたしました。 

 主な要因は、長期借入金が82,780千円増加したことによるものであります。 

  

 当第３四半期連結会計期間の純資産合計は8,447,375千円となり、前連結会計年度に比べ271,944千

円増加いたしました。 

 主な要因は、四半期純利益262,684千円計上し、少数株主持分が71,942千円、為替換算調整勘定が

24,815千円、その他有価証券評価差額金が1,383千円増加したこと及び配当金を88,881千円支払いした

ことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度の53.5％から48.8％となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成24年５月11日に公表いたしまし

た平成25年３月期の通期の連結業績予想を修正しております。詳しくは本日別途公表いたしました「業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、配当予想については変更ありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益は1,972千円増加し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ2,523千円増加しております。 

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 2,081,222 2,106,553

受取手形及び売掛金 3,476,698 3,727,611

商品及び製品 832,606 978,490

仕掛品 38,875 87,599

原材料及び貯蔵品 437,348 721,187

その他 205,033 202,550

貸倒引当金 △7,079 △5,255

流動資産合計 7,064,706 7,818,737

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,029,350 3,688,882

減価償却累計額 △1,767,790 △1,843,000

建物及び構築物（純額） 1,261,559 1,845,882

土地 3,996,766 4,001,519

その他 3,385,904 4,034,180

減価償却累計額 △2,325,180 △2,523,877

その他（純額） 1,060,723 1,510,302

有形固定資産合計 6,319,049 7,357,704

無形固定資産 334,710 309,480

投資その他の資産   

投資その他の資産 460,563 473,756

貸倒引当金 △4,418 △8,093

投資その他の資産合計 456,144 465,663

固定資産合計 7,109,905 8,132,848

資産合計 14,174,611 15,951,586

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,138,538 2,291,877

短期借入金 1,364,238 2,772,600

未払法人税等 71,688 66,987

災害損失引当金 182,852 20,669

その他 783,382 789,144

流動負債合計 4,540,699 5,941,279

固定負債   

長期借入金 589,938 672,718

退職給付引当金 670,381 682,834

役員退職慰労引当金 66,850 75,630

その他 131,311 131,749

固定負債合計 1,458,480 1,562,931

負債合計 5,999,180 7,504,211
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(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 1,128,200 1,128,200

資本剰余金 908,565 908,565

利益剰余金 5,794,643 5,968,446

自己株式 △10,392 △10,392

株主資本合計 7,821,017 7,994,820

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,921 13,305

為替換算調整勘定 △251,084 △226,268

その他の包括利益累計額合計 △239,162 △212,963

少数株主持分 593,576 665,518

純資産合計 8,175,430 8,447,375

負債純資産合計 14,174,611 15,951,586
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（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 10,736,029 9,994,719

売上原価 8,188,833 7,795,870

売上総利益 2,547,196 2,198,849

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 953,666 997,258

退職給付費用 69,596 71,890

役員退職慰労引当金繰入額 5,090 9,830

貸倒引当金繰入額 3,040 △1,148

その他 938,060 929,855

販売費及び一般管理費合計 1,969,454 2,007,686

営業利益 577,741 191,163

営業外収益   

受取利息 264 405

受取配当金 7,533 5,881

為替差益 29,217 11,527

その他 23,660 23,955

営業外収益合計 60,676 41,770

営業外費用   

支払利息 17,726 30,116

支払手数料 8,616 13,091

売上割引 13,399 15,535

その他 3,856 4,862

営業外費用合計 43,599 63,605

経常利益 594,818 169,327

特別利益   

固定資産売却益 893 3,015

受取保険金 266,000 308,111

その他 870 －

特別利益合計 267,764 311,126

特別損失   

災害による損失 930,838 －

固定資産除却損 9,253 1,923

その他 2,249 －

特別損失合計 942,340 1,923

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（△）

△79,758 478,531

法人税、住民税及び事業税 155,086 152,602

法人税等調整額 △159,310 7,852

法人税等合計 △4,224 160,455

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（△）

△75,534 318,076

少数株主利益又は少数株主損失（△） △104,742 55,392

四半期純利益 29,208 262,684
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 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（△）

△75,534 318,076

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,044 1,383

為替換算調整勘定 △132,475 41,375

その他の包括利益合計 △150,519 42,759

四半期包括利益 △226,053 360,835

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,320 288,893

少数株主に係る四半期包括利益 △157,733 71,942
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 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） 

 該当事項はありません。  

  

  

 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）  

 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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