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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 7,868 5.0 183 ― 255 ― 185 ―

24年3月期第3四半期 7,494 △21.8 △182 ― △191 ― △570 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 211百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △401百万円 （―％）

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 10.58 ―

24年3月期第3四半期 △34.64 ―

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 9,281 5,280 56.7 306.49

24年3月期 9,267 5,123 55.1 285.37

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  5,258百万円 24年3月期  5,102百万円

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  ：  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 10,000 0.4 75 ― 75 ― 0 ― ―



(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 

(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、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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算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   ：  有

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 18,800,000 株 24年3月期 18,800,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,642,953 株 24年3月期 919,622 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 17,522,589 株 24年3月期3Q 16,481,534 株
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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、東日本大震災の復興需要や昨年末に発足した新政権による

景気対策・金融緩和策等への期待感から、経済の先行きに対するやや明るい期待感が生じたものの、長引く欧州債

務危機問題や新興国経済の減速懸念等により、依然として景気の見通しは不透明な状況が継続しております。この

ような環境のもと、当社グループは販売活動に一層注力するとともに、業務の効率化を推進し各製品の採算性の向

上に努めてまいりました。その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％増加）となり、利益面につきまして

は各種経営改善の取組みが奏功し、営業利益は 百万円（前年同期は 百万円の営業損失）、経常利益は 百

万円（前年同期は 百万円の経常損失）、四半期純利益は 百万円（前年同期は 百万円の四半期純損失）と

なりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（事務機器）

当部門は、複写機周辺機器の受注が減少したこと等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％減

少）となり、営業利益は 百万円（前年同期は営業利益5百万円）となりました。

（光学電子情報機器）

当部門は、監視カメラの受注が増加したこと等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％増加）と

なり、営業利益は 百万円（前年同期比 ％増加）となりました。

（電装機材）

当部門は、電気毛布の生産が増加したこと等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％増加）とな

り、 百万円の営業損失（前年同期は営業損失 百万円）となりました。

（不動産賃貸）

当部門は、本社用地に建設した商業施設の賃貸により、売上高は 百万円（前年同期比 ％減少）とな

り、営業利益は 百万円（前年同期比 ％増加）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ0.7％増加し、 百万円となりました。これは主として棚卸資産が増加

したためです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1.0％減少し、 百万円となりました。これは主として減価償却費の計

上により有形固定資産が減少したためです。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて0.1％増加し、 百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ13.2％減少し、 百万円となりました。これは主として短期借入金が

減少したためです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ50.9％増加し、 百万円となりました。これは主として長期借入金が増

加したためです。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて3.5％減少し、 百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.1％増加し、 百万円となりました。なお、自己資本比率は、前

連結会計年度末の55.1％から56.7％になりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では平成24年５月11日に公表いたしました計画から変更

はありません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理の適用

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,868 5.0

183 182 255

191 185 570

2,824 15.4

88

2,374 11.0

313 112.8

2,517 35.2

13 101

152 0.1

138 10.1

6,362

2,918

9,281

3,053

947

4,000

5,280

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



（棚卸資産の評価方法）

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

げを行う方法によっております。

（３）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。

この減価償却方法の変更による影響額は軽微であります。

（税金費用の計算）

税金費用については、従来、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、税引前当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したが、第１四半期連結会

計期間より、年度決算と同様の方法で計算する方法に変更しております。

これは、年度決算と同様の方法を採用することによって、四半期連結累計期間の課税所得に対応する税金費用を

より正確に反映させることを目的として行ったものです。

なお、当該変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であり、遡及適用は行っておりません。



３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

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 2,128 2,108

受取手形及び売掛金 2,445 2,396

商品及び製品 290 365

仕掛品 203 288

原材料及び貯蔵品 1,116 1,065

繰延税金資産 69 59

その他 73 84

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 6,320 6,362

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 843 801

機械装置及び運搬具（純額） 178 165

土地 863 863

その他（純額） 220 219

有形固定資産合計 2,106 2,050

無形固定資産

ソフトウエア 56 40

その他 57 58

無形固定資産合計 113 98

投資その他の資産

投資有価証券 614 662

繰延税金資産 － 42

その他 126 78

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 726 769

固定資産合計 2,946 2,918

資産合計 9,267 9,281



（単位：百万円）

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 1,639 1,681

短期借入金 1,317 860

未払法人税等 11 31

賞与引当金 93 49

その他 453 430

流動負債合計 3,516 3,053

固定負債

長期預り保証金 236 221

繰延税金負債 34 80

長期借入金 － 375

退職給付引当金 228 215

役員退職慰労引当金 4 5

その他 124 49

固定負債合計 627 947

負債合計 4,144 4,000

純資産の部

株主資本

資本金 1,609 1,609

資本剰余金 1,865 1,865

利益剰余金 1,750 1,935

自己株式 △165 △230

株主資本合計 5,060 5,180

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 158 167

為替換算調整勘定 △116 △88

その他の包括利益累計額合計 42 78

少数株主持分 20 22

純資産合計 5,123 5,280

負債純資産合計 9,267 9,281



（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：百万円）

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 7,494 7,868

売上原価 6,715 6,819

売上総利益 778 1,049

販売費及び一般管理費 961 866

営業利益又は営業損失（△） △182 183

営業外収益

受取配当金 11 8

為替差益 － 66

その他 14 23

営業外収益合計 25 98

営業外費用

支払利息 18 21

為替差損 6 －

その他 9 5

営業外費用合計 34 27

経常利益又は経常損失（△） △191 255

特別利益

補助金収入 12 0

投資有価証券売却益 － 9

特別利益合計 12 9

特別損失

事業構造改善費用 343 54

固定資産除却損 3 0

特別損失合計 346 54

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（△）

△525 210

法人税等 82 38

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（△）

△608 171

少数株主損失（△） △37 △13

四半期純利益又は四半期純損失（△） △570 185



（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：百万円）

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（△）

△608 171

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △155 8

為替換算調整勘定 △28 30

その他の包括利益合計 △184 39

四半期包括利益 △792 211

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △753 221

少数株主に係る四半期包括利益 △38 △10



該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 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）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。

Ⅱ 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）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

（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

（５）セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

事務機器

光学電子

情報機器

電装機材 不動産賃貸 計

売上高

外部顧客への売上高 3,339 2,139 1,862 153 7,494 － 7,494

セグメント間の内部売上高又

は振替高

－ － － － － － －

計 3,339 2,139 1,862 153 7,494 － 7,494

セグメント利益又は損失（△） 5 147 △101 125 176 △359 △182

△359 △359

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

事務機器

光学電子

情報機器

電装機材 不動産賃貸 計

売上高

外部顧客への売上高 2,824 2,374 2,517 152 7,868 － 7,868

セグメント間の内部売上高又

は振替高

－ － － － － － －

計 2,824 2,374 2,517 152 7,868 － 7,868

セグメント利益又は損失（△） 88 313 △13 138 526 △343 183

△343 △343
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