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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 2,725 6.4 156 16.6 169 16.4 106 78.6
24年3月期第3四半期 2,562 3.3 133 ― 145 ― 59 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 119百万円 （409.9％） 24年3月期第3四半期 23百万円 （―％）

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 24.46 ―
24年3月期第3四半期 12.08 ―

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 4,797 3,710 77.4
24年3月期 4,789 3,801 79.4
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,710百万円 24年3月期  3,801百万円

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  ：  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 3,620 7.0 163 113.7 179 84.2 102 ― 23.80



(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  ：  有  
（注）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 （２）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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に該当するするものであります。 
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、金融商品取引法に基づく
四半期連結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
達成は当社として約束する趣旨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２ページ「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

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 5,722,500 株 24年3月期 5,722,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,437,338 株 24年3月期 943,921 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 4,370,682 株 24年3月期3Q 4,955,411 株
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済状況は、東日本大震災からの復興需要等を背景に緩や

かな回復傾向が見られましたが、引き続く世界経済の減速や日中関係の悪化の影響を受け、先行き不

透明な状況で推移しました。当社グループの主要取引業界においては、スマートフォン・タブレット

端末等の隆盛や自動車業界の大幅な減産等により各々の産業構造が変化し、業界全体の業績に少なか

らず影響を及ぼしました。 

  このような状況の下、当社グループはターゲットとする業界を絞り込み、且つ実績のある機種を集

中的に提案するきめ細かな営業活動を行い、また、引き続き市場価格を見据えたコストダウンと固定

費の削減を継続してまいりました。 

  また、一方で開発を進めておりました新技術もお客様に提案できる段階になり、積極的な販売活動

を実施しております。この新技術は“空気転写”とも呼び、研究開発に時間と費用を費やしました

が、今後の主力製品となることを確信しております。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期と比較して6.4%の増の27億25

百万円となりました。また、利益面におきましては、営業利益が１億56百万円（前年同期比16.6%

増）、経常利益が１億69百万円（前年同期比16.4%増）となり、四半期純利益は１億６百万円（前年

同期比78.6%増）となりました。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して７百万円増加し、47

億97百万円となりました。これは主として受取手形及び売掛金が26百万円、投資その他の資産（その

他）が26百万円増加し、仕掛品が18百万円、建物及び構築物が21百万円減少したことによるものであ

ります。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して98百万円増加し、10億86百万円となりました。これは主とし

て支払手形及び買掛金が１億20百万円増加し、未払法人税等が37百万円減少したことによるものであ

ります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して90百万円減少し、37億10百万円となりました。これは主と

して利益剰余金が38百万円増加し、自己株式を１億42百万円取得したことによるものであります。 

 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して２ポイント減少し、77.4％となりま

した。 

  

平成24年５月11日に公表いたしました平成25年３月期通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧

下さい。 

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。 

  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。  

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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、この変更による影響は軽微であります。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

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

 税金費用の計算

（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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（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 1,576,910 1,573,263

受取手形及び売掛金 852,537 879,018

商品及び製品 92,682 85,166

仕掛品 164,550 145,916

原材料及び貯蔵品 112,757 122,073

その他 53,334 63,750

貸倒引当金 △776 △2,328

流動資産合計 2,851,996 2,866,861

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 567,431 545,743

土地 1,010,810 1,015,560

その他（純額） 49,810 41,731

有形固定資産合計 1,628,052 1,603,035

無形固定資産 6,503 5,072

投資その他の資産

投資有価証券 261,926 256,877

その他 42,762 69,381

貸倒引当金 △1,505 △4,215

投資その他の資産合計 303,183 322,042

固定資産合計 1,937,739 1,930,150

資産合計 4,789,736 4,797,012
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 698,703 819,445

未払法人税等 67,857 29,905

未払消費税等 8,367 10,581

賞与引当金 20,206 13,732

その他 85,740 97,277

流動負債合計 880,875 970,942

固定負債

退職給付引当金 36,497 38,010

役員退職慰労引当金 65,269 72,684

その他 5,466 4,621

固定負債合計 107,233 115,316

負債合計 988,109 1,086,258

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 942,600 942,600

利益剰余金 2,110,077 2,148,993

自己株式 △313,571 △456,457

株主資本合計 3,814,506 3,710,536

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6,287 6,642

為替換算調整勘定 △6,591 △6,425

その他の包括利益累計額合計 △12,879 217

純資産合計 3,801,627 3,710,753

負債純資産合計 4,789,736 4,797,012
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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 2,562,274 2,725,890

売上原価 1,849,166 1,964,012

売上総利益 713,107 761,878

販売費及び一般管理費 579,260 605,822

営業利益 133,847 156,055

営業外収益

受取利息 89 161

受取配当金 10,259 4,940

受取賃貸料 8,690 9,250

その他 2,236 1,239

営業外収益合計 21,274 15,591

営業外費用

支払利息 78 －

為替差損 7,425 900

自己株式取得費用 249 400

その他 1,467 505

営業外費用合計 9,220 1,806

経常利益 145,901 169,841

特別利益

工具器具備品売却益 － 33

投資有価証券売却益 232 －

特別利益合計 232 33

特別損失

工具器具備品除却損 80 840

投資有価証券評価損 2,152 1,086

特別損失合計 2,232 1,926

税金等調整前四半期純利益 143,901 167,948

法人税等 84,042 61,050

少数株主損益調整前四半期純利益 59,858 106,897

四半期純利益 59,858 106,897
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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 59,858 106,897

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △34,385 12,930

為替換算調整勘定 △1,940 165

その他の包括利益合計 △36,325 13,096

四半期包括利益 23,532 119,993

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 23,532 119,993

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。 

  

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

  

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）セグメント情報等

（５）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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