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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9月30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3四半期 5,444 △6.6 156 △58.7 174 △56.4 85 △63.2
24年12月期第3四半期 5,830 14.2 378 50.8 399 40.2 231 35.9

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 115百万円 （△50.6％） 24年12月期第3四半期 233百万円 （35.8％）

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3四半期 16.06 ―
24年12月期第3四半期 43.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 7,724 4,072 52.0
24年12月期 8,939 4,050 44.6
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  4,020百万円 24年12月期  3,991百万円

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12月期 ― 0.00 ― 17.60 17.60
25年12月期 ― 0.00 ―
25年12月期（予想） 16.00 16.00

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、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 7,740 △2.6 397 △10.5 420 △11.3 247 △5.8 46.64



(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）  ：  有  

(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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の運用の有無となります。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期レビュー手続き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予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成してものであり、実際の業績は様々な要因により大きく異なる
可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社トーキン

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3Q 6,000,000 株 24年12月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 704,287 株 24年12月期 704,287 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 5,295,713 株 24年12月期3Q 5,295,713 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の当業界を取り巻く環境は、公共投資は東日本大震災の復興関連需要を背景に堅調に

推移するものの、民間設備投資は、企業の生産の増産基調や雇用環境も改善の方向性となってきており、景気に回

復の兆しが見え始めておりますが、本格的な回復には至っておらず低水準傾向が続いております。このような状況

の中、当社の受注環境は厳しい状況で推移しました。  

  また、住宅投資につきましては、政府の住宅関連政策の効果や低金利、平成26年4月からの消費税増税前の駆け

込み需要から持ち直しの動きがみられ、新設住宅着工戸数は全体として堅調に推移しております。このような状況

の中、当社の受注環境も堅調に推移しております。 

  当社グループは、ビル設備部門と住宅設備部門において売上目標の達成と利益確保を重要課題としての受注活動

を行うとともに 、生産の能率アップや全社あげてコスト低減活動を行っております。その結果、売上高54億44百

万円（前年同期比6.6％減）、営業利益１億56百万円（前年同期比58.7％減）、経常利益１億74百万円（前年同期

比56.4％減）、四半期純利益85百万円（前年同期比63.2％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３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ12億14百万円減少し、77億24百

万円となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金並びに商品及び製品の減少によるものです。

（負債） 

 負債につきましては、前連結会計年度末と比べ12億36百万円減少し、36億52百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金、短期借入金並びに未払法人税等の減少によるものです。   

（純資産） 

 純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ22百万円増加し、40億72百万円となりました。これは主に、利

益剰余金の減少、その他有価証券評価差額金の増加によるものです。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては現時点において、平成25年２月15日に発表しました平成24年12月期決算短信に記載して

おります平成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）から変更はありません。  

 なお、業績予想につきましては、本決算発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当社は、100％子会社の株式会社トーキンを平成25年１月１日付けで吸収合併しております。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 固定資産の減価償却の方法   

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計算する方法に

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 

（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、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、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、これによる当第３四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。   

   

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



３．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,890,008 1,557,614

受取手形及び売掛金 3,138,012 2,418,113

商品及び製品 790,859 592,897

仕掛品 20,395 27,644

原材料及び貯蔵品 356,379 351,471

繰延税金資産 49,749 60,810

その他 96,234 75,592

貸倒引当金 △10,039 △10,231

流動資産合計 6,331,600 5,073,913

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 499,946 528,216

機械装置及び運搬具（純額） 187,024 220,625

土地 1,398,992 1,411,592

その他（純額） 87,715 46,018

有形固定資産合計 2,173,678 2,206,452

無形固定資産   

その他 32,860 32,507

無形固定資産合計 32,860 32,507

投資その他の資産   

投資有価証券 119,149 163,712

長期貸付金 681,054 680,310

繰延税金資産 48,479 23,109

その他 108,074 101,541

貸倒引当金 △554,995 △556,548

投資その他の資産合計 401,762 412,125

固定資産合計 2,608,300 2,651,085

資産合計 8,939,901 7,724,998



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,700,389 1,096,536

短期借入金 1,800,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 6,000 6,000

未払金 289,743 173,769

未払法人税等 170,277 135

賞与引当金 33,237 138,749

その他 289,218 195,279

流動負債合計 4,288,866 3,060,469

固定負債   

長期借入金 14,500 10,000

繰延税金負債 21,286 3,540

退職給付引当金 401,462 432,217

長期未払金 89,385 89,385

長期預り保証金 44,950 39,950

資産除去債務 5,157 5,207

その他 23,777 11,641

固定負債合計 600,518 591,941

負債合計 4,889,384 3,652,411

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,683,378 1,683,378

資本剰余金 1,586,811 1,586,811

利益剰余金 950,111 941,972

自己株式 △243,042 △243,042

株主資本合計 3,977,259 3,969,120

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,339 38,681

為替換算調整勘定 △947 12,399

その他の包括利益累計額合計 14,392 51,081

少数株主持分 58,865 52,385

純資産合計 4,050,517 4,072,587

負債純資産合計 8,939,901 7,724,998



（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 5,830,337 5,444,310

売上原価 4,102,500 3,939,381

売上総利益 1,727,836 1,504,929

販売費及び一般管理費 1,349,793 1,348,664

営業利益 378,042 156,265

営業外収益   

受取利息 2,409 2,297

受取配当金 2,396 2,289

スクラップ売却収入 11,607 12,965

雑収入 14,946 7,078

営業外収益合計 31,359 24,630

営業外費用   

支払利息 9,131 5,547

雑損失 347 1,171

営業外費用合計 9,479 6,718

経常利益 399,923 174,177

特別利益   

固定資産売却益 － 72

特別利益合計 － 72

特別損失   

固定資産除却損 1,112 72

固定資産売却損 161 1,536

関係会社出資金評価損 － 2,033

特別損失合計 1,274 3,643

税金等調整前四半期純利益 398,648 170,606

法人税、住民税及び事業税 201,080 101,995

法人税等調整額 △45,251 △9,974

法人税等合計 155,828 92,020

少数株主損益調整前四半期純利益 242,820 78,585

少数株主利益又は少数株主損失（△） 11,772 △6,480

四半期純利益 231,047 85,065



（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 242,820 78,585

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,940 23,342

為替換算調整勘定 △577 13,346

その他の包括利益合計 △9,517 36,689

四半期包括利益 233,302 115,274

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 221,529 121,754

少数株主に係る四半期包括利益 11,772 △6,480



 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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