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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3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12月期第1四半期 746 △13.9 △8 ― △10 ― 2 △93.5
24年12月期第1四半期 866 △17.9 57 △57.2 53 △55.2 31 △31.5

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 223百万円 （79.8％） 24年12月期第1四半期 124百万円 （101.0％）

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12月期第1四半期 0.20 ―
24年12月期第1四半期 3.05 ―

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12月期第1四半期 6,309 2,102 32.2 199.02
24年12月期 6,077 1,909 30.4 180.42
（参考） 自己資本  25年12月期第1四半期  2,034百万円 24年12月期  1,844百万円

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12月期の1株当たり配当金については現時点では未定とさせていただきます。 

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12月期 ― ― ― 3.00 3.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 1,610 △5.2 50 △36.7 40 △42.3 △10 ― △0.98
通期 3,570 8.3 110 373.0 90 ― 0 ― 0.00



(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)当第１四半期連結会計期間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ます。なお、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は終了しております。 

※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「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12月期1Q 10,246,500 株 24年12月期 10,246,500 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 22,337 株 24年12月期 22,141 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 10,224,261 株 24年12月期1Q 10,224,569 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済対策効果としての円高是正や株価上昇など

により回復への期待が高まってまいりましたものの、欧州債務問題の長期化、新興国の成長鈍化等もあり依然として

景気の先行きに不透明感を抱えて推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは人件費をはじめとする諸経費の節減・製造原価の低減を進めるととも

に、新規顧客の開拓等に努めましたものの、前年下期からの受注減の影響を受け国内外とも厳しい状況が続きまし

た。 

この結果、当第１四半期の売上高は746百万円（前年同期比13.9％減）、営業損失は８百万円（前年同期は営業利

益57百万円）、経常損失は10百万円（前年同期は経常利益53百万円）、四半期純利益は２百万円（前年同期比93.5％

減）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、3,887百万円（前連結会計年度末3,954百万円）とな

り、前連結会計年度末と比べて67百万円の減少となりました。これは主にたな卸資産が52百万円増加した一方、現金

及び預金が153百万円減少したことによります。 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、2,361百万円（同 2,076百万円）となり、前連結会計

年度末と比べて284百万円の増加となりました。これは主に中国子会社にかかる建設仮勘定が240百万円増加したこと

によります。 

当第１四半期連結会計期間末における繰延資産の残高は、60百万円（同 45百万円）となり、前連結会計年度末

と比べて15百万円の増加となりました。これは新設の中国子会社にかかるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,066百万円（前連結会計年度末 1,958百万円）とな

り、前連結会計年度末と比べて107百万円の増加となりました。これは主に短期借入金が92百万円増加したことによ

ります。 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、2,141百万円（同 2,208百万円）となり、前連結会計

年度末と比べて67百万円の減少となりました。これは主に社債が45百万円、役員退職慰労引当金が36百万円それぞれ

減少したことによります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、2,102百万円（前連結会計年度末 1,909百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて192百万円の増加となりました。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年12月期の通期連結業績予想につきましては、現時点においては平成25年２月15日公表の業績予想から変更

はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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）四半期連結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。   

   

   

（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） 

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25年１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方法に変更しております。  

これによる当第１四半期連結累計期間の損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
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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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,463,730 1,309,776

受取手形及び売掛金 810,666 807,634

商品及び製品 230,982 237,544

仕掛品 777,464 796,487

原材料及び貯蔵品 538,720 565,317

繰延税金資産 17,637 16,907

その他 116,643 154,655

貸倒引当金 △1,059 △1,019

流動資産合計 3,954,786 3,887,303

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 157,014 160,163

機械装置及び運搬具（純額） 85,210 89,015

土地 383,078 383,078

リース資産（純額） 1,369 1,049

建設仮勘定 909,801 1,150,060

その他（純額） 7,361 7,758

有形固定資産合計 1,543,836 1,791,126

無形固定資産 113,878 124,155

投資その他の資産   

投資有価証券 329,352 359,805

繰延税金資産 46,441 44,387

その他 43,847 42,980

貸倒引当金 △766 △890

投資その他の資産合計 418,874 446,283

固定資産合計 2,076,590 2,361,565

繰延資産   

開業費 45,719 60,822

繰延資産合計 45,719 60,822

資産合計 6,077,095 6,309,691
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 553,965 553,113

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

短期借入金 1,113,636 1,206,351

リース債務 1,017 862

未払法人税等 3,881 3,686

賞与引当金 10,257 8,378

その他 125,999 143,788

流動負債合計 1,958,758 2,066,179

固定負債   

社債 645,000 600,000

長期借入金 1,276,890 1,302,600

リース債務 352 187

役員退職慰労引当金 110,645 74,200

退職給付引当金 159,179 149,417

環境対策引当金 3,571 3,571

その他 12,945 11,049

固定負債合計 2,208,582 2,141,025

負債合計 4,167,340 4,207,205

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,325 512,325

資本剰余金 56,182 56,182

利益剰余金 1,095,392 1,066,730

自己株式 △4,717 △4,741

株主資本合計 1,659,182 1,630,496

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53,014 71,477

為替換算調整勘定 132,519 332,871

その他の包括利益累計額合計 185,533 404,348

少数株主持分 65,038 67,642

純資産合計 1,909,755 2,102,486

負債純資産合計 6,077,095 6,309,691
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 866,516 746,468

売上原価 587,588 559,156

売上総利益 278,927 187,312

販売費及び一般管理費 221,174 195,371

営業利益又は営業損失（△） 57,753 △8,059

営業外収益   

受取利息 191 139

助成金収入 1,148 500

為替差益 2,884 10,661

その他 383 471

営業外収益合計 4,608 11,772

営業外費用   

支払利息 7,603 11,347

固定資産除却損 17 28

支払手数料 － 1,000

その他 1,417 1,636

営業外費用合計 9,037 14,013

経常利益又は経常損失（△） 53,323 △10,300

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（△）

53,323 △10,300

法人税、住民税及び事業税 49,555 660

法人税等調整額 △23,293 △8,905

法人税等合計 26,262 △8,245

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（△）

27,060 △2,054

少数株主損失（△） △4,099 △4,066

四半期純利益 31,160 2,011
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３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（△）

27,060 △2,054

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 29,780 18,462

為替換算調整勘定 67,423 207,021

その他の包括利益合計 97,204 225,483

四半期包括利益 124,264 223,429

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 124,071 220,796

少数株主に係る四半期包括利益 193 2,633
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日）  

 当社グループは、研磨材製商品の製造販売を事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しており

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
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