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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 6,274 ― 220 ― 149 ― 137 ―
24年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 8.96 ―
24年3月期第3四半期 ― ―

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 7,222 1,043 14.4 68.01
24年3月期 7,781 940 12.1 61.32
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  1,043百万円 24年3月期  940百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

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）

（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 8,255 △10.7 206 △50.4 110 △53.4 92 58.4 6.06



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

※  注記事項

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   ：  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 15,385,000 株 24年3月期 15,385,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 43,314 株 24年3月期 43,064 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 15,341,711 株 24年3月期3Q 15,342,146 株

※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きの対象外であり、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き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これらの予想値と異なる可能性があります。なお、業績等に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「（3）業績予想
に関する定性的情報」をご覧ください。 
・連結子会社でありました株式会社アイケイモールドを、平成24年４月１日に吸収合併したことにより、連結対象会社が存在しなくなったため、平成25年３月期第
１四半期会計期間より非連結の開示となっております。 
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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我が国経済は、長引く円高による輸出の減少に加え、中国をはじめとする新興

国経済の減速が影響しました。これらが、世界景気の下振れが懸念材料となり、先行き不安定な状況で推移いたし

ました。 

自動車業界においては、期間前半ではゆるやかに生産の回復基調が見られたが、期間後半においては、エコカ

ー補助金制度打ち切りによる国内市場の縮小等の影響を受け、事業環境は厳しさを増してまいりました。 

 こうした中、当社では、経営資源の集中と運営の効率化による企業体質の強化を図るため、平成24年４月１日を

もって、連結子会社であった㈱アイケイモールドを吸収合併し、当社単体での事業活動を行ってまいりました。こ

の結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高6,274百万円（前年同期比－）、営業利益220百万円（前年

同期比－）、経常利益149百万円（前年同期比－）、四半期純利益137百万円（前年同期比－）となりました。 

 なお、前年度は連結決算のため、前年同期との比較については記載しておりません。 

    

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の総資産は7,222百万円となり、前事業年度末に比べ558百万円減少いたしました。流動

資産は3,008百万円となり、前事業年度末に比べ231百万円減少いたしました。主な要因は受取手形及び売掛金の減

少（338百万円）等です。固定資産は4,213百万円となり、前事業年度末に比べ327百万円減少いたしました。主な

要因は、投資その他の資産の減少（92百万円）であり、平成24年４月１日付で吸収合併した、株式会社アイケイモ

ールドの子会社株式の減少（84百万円）等です。負債合計は6,179百万円となり、前事業年度末に比べ661百万円減

少いたしました。流動負債は2,888百万円となり、前事業年度末に比べ343百万円減少いたしました。主な要因は、

支払手形及び買掛金の減少（182百万円）等です。固定負債は3,291百万円となり、前事業年度末に比べ317百万円

減少いたしました。主な要因は、長期借入金の返済による減少（358百万円）等です。純資産は1,043百万円とな

り、前事業年度末に比べ102百万円増加いたしました。主な要因は利益剰余金（90百万円）、その他有価証券評価

差額金の増加（12百万円）等です。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期通期業績予想につきましては、平成24年５月14日発表の「平成25年３月期通期業績予想」に記載

した営業利益、経常利益、当期純利益の予想値をいずれも上回って推移しておりますが、今後の状況を見極め業績

予想の修正が必要となった場合には、速やかに公表いたします。   

（１）四半期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。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 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日以降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。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

   

   

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

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（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 687,038 719,419

受取手形及び売掛金 2,086,148 1,747,503

商品及び製品 96,116 101,366

仕掛品 84,667 77,598

原材料及び貯蔵品 139,020 132,300

その他 147,217 230,420

流動資産合計 3,240,207 3,008,608

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,059,856 4,035,650

減価償却累計額 △3,096,050 △3,102,309

建物（純額） 963,805 933,340

工具、器具及び備品 22,920,715 23,046,087

減価償却累計額 △21,647,392 △21,926,620

工具、器具及び備品（純額） 1,273,322 1,119,467

土地 1,323,470 1,323,470

その他 4,411,995 4,393,913

減価償却累計額 △4,061,138 △4,095,959

その他（純額） 350,856 297,954

有形固定資産合計 3,911,455 3,674,231

無形固定資産 27,599 30,419

投資その他の資産   

その他 605,951 513,322

貸倒引当金 △4,133 △4,133

投資その他の資産合計 601,818 509,189

固定資産合計 4,540,872 4,213,841

資産合計 7,781,080 7,222,449

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,606,071 1,423,868

短期借入金 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 425,600 425,600

未払法人税等 20,632 18,419

賞与引当金 84,487 31,567

その他 494,934 388,611

流動負債合計 3,231,725 2,888,067

㈱イクヨ　（7273）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

3



（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) 

固定負債   

長期借入金 2,978,080 2,619,680

退職給付引当金 557,300 593,952

その他 73,237 77,396

固定負債合計 3,608,618 3,291,028

負債合計 6,840,343 6,179,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,298,010 2,298,010

資本剰余金 2,323,426 2,323,426

利益剰余金 △3,787,314 △3,697,038

自己株式 △8,896 △8,917

株主資本合計 825,226 915,481

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 115,510 127,871

評価・換算差額等合計 115,510 127,871

純資産合計 940,736 1,043,352

負債純資産合計 7,781,080 7,222,449
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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）

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 6,274,724

売上原価 5,323,736

売上総利益 950,988

販売費及び一般管理費 730,471

営業利益 220,517

営業外収益  

受取利息 322

受取配当金 9,827

助成金収入 1,233

金型精算差益 3,804

その他 10,112

営業外収益合計 25,301

営業外費用  

支払利息 89,912

その他 6,721

営業外費用合計 96,633

経常利益 149,184

特別利益  

固定資産売却益 458

補助金収入 8,923

抱合せ株式消滅差益 7,659

特別利益合計 17,041

特別損失  

固定資産除却損 2,933

固定資産圧縮損 8,923

その他 751

特別損失合計 12,608

税引前四半期純利益 153,618

法人税、住民税及び事業税 16,110

法人税等合計 16,110

四半期純利益 137,507
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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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