
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

       

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 2,202 45.7 84 ― 68 ― 64 ―
24年３月期第３四半期 1,511 △9.5 △41 ― △76 ― △81 ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 56百万円( ―％) 24年３月期第３四半期 △107百万円( ―％)

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 14.87 14.81
24年３月期第３四半期 △18.82 ―

（２）連結財政状態

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 4,430 1,248 28.1
24年３月期 4,462 1,190 26.7

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 1,246百万円 24年３月期 1,189百万円

２．配当の状況

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）

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 3,500 25.8 69 △45.8 19 △79.1 13 △82.3 3.00

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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）詳細は、添付資料P3「２．サマリー情報（注記情報）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」をご覧下さい。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 4,495,000株 24年３月期 4,495,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 141,718株 24年３月期 141,718株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 4,353,282株 24年３月期３Ｑ 4,353,282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あります。

※ 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のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料P2)「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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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景として、緩やか

な回復基調が見られたものの、世界経済の減速感等依然として先行きの不透明な状況が続いておりま

す。一方で、政府による大規模な景気対策等の方針が好感され、円安、株高の動きを見せるなど景気回

復への期待感が高まっております。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、お客様第一主義に徹し、高付加価値製品の提

供やサポート体制の充実等を図り、積極的な営業活動を展開した結果、売上高は22億2百万円(前年同期

比45.7％増)となりました。利益面につきましては、生産コストの削減、製造、管理部門における経費

削減、業務の効率化等を行った結果、営業利益8千4百万円(前年同期は営業損失4千1百万円)、経常利益

6千8百万円(前年同期は経常損失7千6百万円)、四半期純利益6千4百万円(前年同期は四半期純損失8千1

百万円)となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は44億3千万円となり、前連結会計年度末と比較して3千

1百万円の減少となりました。 

 資産の部では、流動資産は25億3千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して1千3百万円の増加と

なりました。これは主に、未収入金等の増加が受取手形及び売掛金、現金及び預金等の減少を上回った

ことによるものです。 

 固定資産は、18億9千6百万円となり、前連結会計年度末と比較して4千5百万円の減少となりまし

た。これは主に、有形固定資産の減価償却等による減少及び長期営業債権等の減少が貸倒引当金の減少

及び保険積立金等の増加を上回ったことによるものです。 

負債の部では、流動負債は23億7千6百万円となり、前連結会計年度末と比較して5千5百万円の増加と

なりました。これは主に、前受金及び短期借入金等の増加が支払手形及び買掛金、未払費用等の減少を

上回ったことによるものです。 

 固定負債は、8億4百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億4千5百万円の減少となりました。

これは主に、長期借入金の減少によるものです。 

純資産の部では、純資産合計は12億4千8百万円となり、前連結会計年度末と比較して5千7百万円の増

加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。 

 自己資本比率は、前連結会計年度末の26.7％から28.1％となりました。 

  

平成25年3月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました数値から変更はあ

りません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

 なお、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

与える影響は軽微であります。 

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 1,127,649 1,077,730

受取手形及び売掛金 989,656 879,195

製品 31,180 46,807

仕掛品 248,598 281,086

原材料及び貯蔵品 103,529 83,566

その他 19,888 165,268

流動資産合計 2,520,502 2,533,654

固定資産   

有形固定資産   

土地 786,595 786,595

その他（純額） 542,201 482,017

有形固定資産合計 1,328,797 1,268,612

無形固定資産 15,602 15,221

投資その他の資産   

投資その他の資産 635,409 636,561

貸倒引当金 △38,274 △23,913

投資その他の資産合計 597,134 612,648

固定資産合計 1,941,534 1,896,482

資産合計 4,462,037 4,430,136

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 243,235 73,741

短期借入金 1,865,989 1,996,295

未払法人税等 18,206 2,788

賞与引当金 37,040 15,140

その他 156,825 288,888

流動負債合計 2,321,297 2,376,853

固定負債   

長期借入金 605,561 456,604

退職給付引当金 290,279 294,273

その他 54,508 54,029

固定負債合計 950,349 804,907

負債合計 3,271,646 3,181,761
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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 958,400 958,400

資本剰余金 828,006 828,006

利益剰余金 △384,873 △320,120

自己株式 △85,038 △85,038

株主資本合計 1,316,493 1,381,246

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,642 9,150

為替換算調整勘定 △139,303 △143,669

その他の包括利益累計額合計 △126,661 △134,519

新株予約権 557 1,647

純資産合計 1,190,390 1,248,375

負債純資産合計 4,462,037 4,430,136
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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 1,511,822 2,202,953

売上原価 1,188,993 1,746,316

売上総利益 322,829 456,637

販売費及び一般管理費   

役員報酬 80,071 81,808

給料及び手当 112,893 106,645

賞与引当金繰入額 3,431 3,482

退職給付費用 3,251 2,599

その他 165,082 177,744

販売費及び一般管理費合計 364,730 372,281

営業利益又は営業損失（△） △41,901 84,356

営業外収益   

受取利息 2,082 2,523

受取配当金 1,402 2,232

助成金収入 10,312 －

貸倒引当金戻入額 － 14,361

その他 6,407 5,302

営業外収益合計 20,205 24,420

営業外費用   

支払利息 25,916 31,518

為替差損 22,216 2,979

その他 6,344 5,575

営業外費用合計 54,477 40,074

経常利益又は経常損失（△） △76,173 68,702

特別利益   

固定資産売却益 1,082 1,571

特別利益合計 1,082 1,571

特別損失   

固定資産売却損 13 －

固定資産除却損 855 10

特別損失合計 868 10

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（△）

△75,958 70,262

法人税、住民税及び事業税 3,852 4,152

法人税等調整額 2,115 1,357

法人税等合計 5,967 5,509

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（△）

△81,926 64,753

四半期純利益又は四半期純損失（△） △81,926 64,753
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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（△）

△81,926 64,753

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,716 △3,491

為替換算調整勘定 △20,512 △4,366

その他の包括利益合計 △25,228 △7,858

四半期包括利益 △107,155 56,895

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △107,155 56,895

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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