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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 10,007 △7.7 242 ― 240 ― 197 ―
25年3月期第3四半期 10,847 △3.7 △335 ― △374 ― △342 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 333百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △319百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 12.18 11.80
25年3月期第3四半期 △21.60 ―

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

26年3月期第3四半期 15,724 2,511 15.9 151.53
25年3月期 15,574 2,169 13.5 132.93
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 2,493百万円 25年3月期 2,110百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 13,300 △7.0 300 ― 150 ― 50 ― 3.09



(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P.3「四半期連結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 

(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
半期連結財務諸表に対する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将来に関する記述は、本資料の発表日において入手可能な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って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 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 17,014,000 株 25年3月期 17,014,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 555,462 株 25年3月期 1,140,799 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 16,193,506 株 25年3月期3Q 15,873,704 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や金融緩和政策を受け、円安傾向や株

価上昇に伴う製造業の業績持ち直し、また、消費税引き上げ前の駆け込み需要等も発生し、景気は緩やかな回復

基調で推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループは、自動車部品関係、産業資材、照明・事務機部品関係を中心として、品

質向上、納期厳守等のお客様ニーズに応えるべく現場力向上を図り売上拡大に努めております。自動車部品関係

は輸出改善を背景に堅調に推移いたしましたが、照明・事務機部品関係はお客様の内製化、海外移転等もあり、

全体の売上高増加にはいたりませんでした。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は100億７百万円（前年同四半期比7.7％減、前年同四半

期は天昇ポーランド有限会社を連結子会社としておりましたが、前連結会計年度末に持分法適用会社となってお

ります。）となりました。 

一方、収益面では、生産現場の効率化及び経費削減の結果、営業利益２億42百万円（前年同四半期は３億35百

万円の損失）、経常利益段階では、年末の円安により為替差益１億53百万円等を計上したことにより２億40百万

円（前年同四半期は３億74百万円の損失）、四半期純利益１億97百万円（前年同四半期は３億42百万円の損失）

となりました。 

  

セグメントごとの状況は、以下のとおりであります。 

日本成形関連事業 

自動車部品関係は輸出回復及び消費税引き上げ前の駆け込み需要等により好調に推移しております。産業資

材は、東日本大震災の復興事業で使用される土壌改良用収納袋等の販路拡大に努めております。家電、事務

機部品関係は海外移管等により低調に推移いたしました。 

売上高は93億63百万円（前年同四半期比3.4％増）、セグメント利益１億５百万円（前年同四半期は３億93

百万円の損失）となりました。 

中国成形関連事業 

産業資材を中心とした売上高は３億27百万円（前年同四半期比1.4％増）、セグメント損失99百万円（前年

同四半期は64百万円の損失）となりました。 

不動産関連事業 

相模原市、伊賀市、伊那市所在の賃貸建物及び二本松市所在の土地から構成されております。 

売上高は３億16百万円（前年同四半期は２億54百万円）、セグメント利益は２億36百万円（前年同四半期は

１億92百万円の利益）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、157億24百万円（前連結会計年度末比１億49百万円増）となりまし

た。 

 流動資産は、現金及び預金が25億87百万円（前連結会計年度末比１億80百万円減）、受取手形及び売掛金27億

10百万円（前連結会計年度末比２億32百万円増）等により、71億２百万円（前連結会計年度末比３億58百万円

増）となりました。 

 固定資産は、生産設備投資及び減価償却実施等により、86億22百万円（前連結会計年度末比２億８百万円減）

となりました。 

②負債 

 負債合計は、132億13百万円（前連結会計年度末比１億91百万円減）となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金が32億29百万円（前連結会計年度末比３億48百万円増）、借入金29億８百万

円（前連結会計年度末比51百万円増）等により、73億65百万円（前連結会計年度末比３億47百万円増）となりま

した。 

 固定負債は、借入金49億10百万円（前連結会計年度末比４億79百万円減）等により58億47百万円（前連結会計

年度末比５億39百万円減）となりました。  

なお、借入金の一部については、前連結会計年度末日において財務制限条項に抵触する可能性がありました

が、取引金融機関との協議の結果、財務制限条項の対象時期を平成25年３月期末日から平成26年３月期末日以降

へと変更することで合意し、平成25年３月29日付で変更契約書を締結しました。 

③純資産 

 純資産合計は、四半期純利益の計上及び為替換算調整勘定の変動等により、25億11百万円（前連結会計年度末

比３億41百万円増）となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績につきましては、平成26年１月20日に特別利益の計上に関するお知らせで公表しまし

たとおり、現在通期の連結及び個別業績の見直し中であり確定時点で業績修正の発表を行います。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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 

 税金費用については、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は、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,768 2,587

受取手形及び売掛金 2,477 2,710

電子記録債権 333 408

製品 344 300

原材料 388 424

仕掛品 57 42

その他 374 627

流動資産合計 6,743 7,102

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,626 2,492

土地 2,610 2,610

その他（純額） 1,675 1,419

有形固定資産合計 6,912 6,523

無形固定資産 24 20

投資その他の資産   

その他 1,920 2,105

貸倒引当金 △27 △26

投資その他の資産合計 1,893 2,078

固定資産合計 8,830 8,622

資産合計 15,574 15,724

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,880 3,229

短期借入金 850 880

1年内返済予定の長期借入金 2,006 2,028

未払法人税等 9 41

賞与引当金 75 47

その他 1,196 1,139

流動負債合計 7,018 7,365

固定負債   

長期借入金 5,390 4,910

資産除去債務 40 41

その他 955 894

固定負債合計 6,386 5,847

負債合計 13,404 13,213
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,208 1,208

資本剰余金 897 897

利益剰余金 313 502

自己株式 △116 △56

株主資本合計 2,304 2,552

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 46 104

繰延ヘッジ損益 － △25

為替換算調整勘定 △240 △136

その他の包括利益累計額合計 △194 △58

新株予約権 59 17

純資産合計 2,169 2,511

負債純資産合計 15,574 15,724
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 10,847 10,007

売上原価 9,628 8,381

売上総利益 1,218 1,626

販売費及び一般管理費 1,554 1,383

営業利益又は営業損失（△） △335 242

営業外収益   

受取利息 10 26

受取配当金 4 4

為替差益 64 153

助成金収入 4 13

持分法による投資利益 5 －

その他 44 13

営業外収益合計 132 212

営業外費用   

支払利息 147 118

持分法による投資損失 － 91

その他 23 4

営業外費用合計 170 215

経常利益又は経常損失（△） △374 240

特別利益   

固定資産売却益 33 0

投資有価証券売却益 40 －

特別利益合計 73 0

特別損失   

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損 － 2

投資有価証券売却損 8 －

投資有価証券評価損 32 －

特別損失合計 41 3

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（△）

△341 237

法人税等 33 40

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（△）

△375 197

少数株主損失（△） △32 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △342 197
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

△375 197

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22 57

繰延ヘッジ損益 － △25

為替換算調整勘定 33 31

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 71

その他の包括利益合計 55 135

四半期包括利益 △319 333

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △302 333

少数株主に係る四半期包括利益 △17 －
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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） セグメントの調整額は、セグメント間取引消去31百万円であります。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日） 

１．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） セグメントの調整額は、セグメント間取引消去47百万円であります。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

  

第１四半期連結会計期間より報告セグメントとして記載する事業セグメント「ポーランド成形関連事業」

を廃止しております。 

これはポーランド成形関連事業を行っておりました天昇ポーランドコーポレーション有限会社の株式を平

成25年３月29日に一部譲渡し連結の範囲から除外されたことによるものです。これにより第１四半期連結会

計期間より「日本成形関連事業」、「中国成形関連事業」、「不動産関連事業」の３つの報告セグメントと

しております。   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（単位：百万円）

  報告セグメント 

調整額 
（注） 

四半期連結
損益計算書
計上額   

日本成形 
関連事業 

中国成形 
関連事業 

ポーランド
成形 

関連事業 

不動産 
関連事業 

計 

売上高    

外部顧客に対する売上高  9,058  323  1,210  254  10,847  －  10,847

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 23  8  0  －  31  △31  －

計  9,082  331  1,210  254  10,879  △31  10,847

セグメント利益又は損失（△）  △393  △64  △71  192  △335  －  △335

（単位：百万円）

  報告セグメント 

調整額 
（注） 

四半期連結損益
計算書計上額 

  
日本成形 
関連事業 

中国成形 
関連事業 

不動産 
関連事業 

計 

売上高   

外部顧客に対する売上高  9,363  327  316  10,007  －  10,007

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 0  46  －  47  △47  －

計  9,364  374  316  10,055  △47  10,007

セグメント利益又は損失（△）  105  △99  236  242  －  242
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