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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 5,687 △0.2 152 43.4 165 31.6 45 29.0
25年3月期第3四半期 5,701 2.6 106 △15.1 125 △19.7 35 △41.7

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 107百万円 （91.2％） 25年3月期第3四半期 56百万円 （9.4％）

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 5.65 ―
25年3月期第3四半期 4.38 ―

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 6,631 3,493 52.1 431.72
25年3月期 6,518 3,404 52.2 425.15
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,457百万円 25年3月期 3,404百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
26年3月期 ― 3.50 ―
26年3月期（予想） 3.50 7.00

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 7,873 5.2 162 30.1 174 16.2 69 77.6 8.66



(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 

（注）詳細は、添付資料P.3 「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」 をご覧ください。 

(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きを実施しています。 

※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、添付資
料P.2「当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名） TOKUDEN TOPAL CO., LTD. 、 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 8,010,000 株 25年3月期 8,010,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,094 株 25年3月期 2,094 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 8,007,906 株 25年3月期3Q 8,007,907 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、アベノミクス効果による株価上昇や円安ドル高状況によって

緩やかな回復傾向となりました。また、東京オリンピック招致決定を受けて、インフラ整備による公共工事の増加

やオリンピック関連産業の需要拡大が期待される状況となりましたが、新興国における経済の停滞問題や原油価格

の高騰、さらに平成26年４月からの消費税増税に対する懸念により、国内経済は依然先行き不透明な状況で推移い

たしました。 

このような状況の中にあって当社グループは、引き続き営業部門におきましては、直販体制を活かした販売強化

推進と技術部門との連携による顧客開拓を展開して、業績の向上に鋭意努力してまいりました。 

生産工場及び工事工場におきましては、安全第一のもと、作業効率の向上とコスト削減に努めてまいりました。

また、研究開発などの技術部門におきましては、新技術の開発をより推し進め、研究成果の実用化に努めてまい

りました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比0.2%減）となりました。また、

損益面におきましては、営業利益は 百万円（前年同四半期比43.4%増）、経常利益は 百万円（前年同四半期比

%増）、四半期純利益は 百万円（前年同四半期比 %増）となりました。 

   

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 工事施工 

積極的な提案型営業と徹底した品質管理、コスト削減により受注拡大に努めました結果、粉砕ミル工事、プ

ラズマ粉体肉盛工事、アルミダイカスト関連工事の受注は減少しましたが、鉄鋼関連の保全工事、トッププレ

ート工事の受注が増加し、売上高は 百万円（前年同四半期比0.6％増）、セグメント利益は 百万円（前

年同四半期比 ％増）となりました。 

② 溶接材料 

 直販体制による販売の強化及び新規案件の受注拡大、コスト削減に努めました結果、製品においては当社の

主力でありますフラックス入りワイヤの売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、また、商品のアーク

溶接棒、ＴＩＧ・ＭＩＧなどの溶接材料の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）となり、溶接材料の

合計売上高は 百万円（前年同四半期比3.1％増）、セグメント利益は 百万円（前年同四半期比 ％

増）となりました。 

③ その他 

 自動車関連のアルミダイカストマシーン用部品、環境関連装置の受注が減少した結果、売上高は 百万円

（前年同四半期比12.1％減）、セグメント利益は 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円と

なりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、受取手形及び

売掛金が増加したことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、無形固定資産

が増加したことによるものであります。 

（負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金が増加したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、為

替換算調整によるその他の包括利益累計額が増加したことによるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  連結業績予想につきましては、当初の計画通りに推移するものと考えており、現時点におきましては、平成25年

５月20日発表の業績予想に変更はありません。今後、業績予想に関しては修正の必要性が生じた場合には速やかに

開示いたします。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

5,687

152 165

31.6 45 29.0

4,036 349

14.8

446 6.0

679 1.3

1,126 205 8.8

525

44 10.9

113 6,631

35 4,883

77 1,747

24 3,138

88 3,493



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当連結会計期間において、タイに TOKUDEN TOPAL CO.,LTD.（特定子会社）を新たに設立したため、当連結累計

期間より連結の範囲に含めております。 

  

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 1,462,482 1,312,039

受取手形及び売掛金 2,303,393 2,433,415

商品及び製品 544,425 580,781

半成工事 285,607 290,505

原材料及び貯蔵品 81,111 90,363

その他 171,581 176,757

貸倒引当金 △41 △19

流動資産合計 4,848,560 4,883,842

固定資産   

有形固定資産 1,399,048 1,394,002

無形固定資産 22,449 80,826

投資その他の資産 248,585 273,145

固定資産合計 1,670,083 1,747,974

資産合計 6,518,643 6,631,817

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,519,628 1,580,585

短期借入金 390,000 340,000

未払法人税等 35,553 40,460

賞与引当金 118,599 54,552

工事損失引当金 10,772 14,458

その他 217,329 218,031

流動負債合計 2,291,884 2,248,089

固定負債   

退職給付引当金 406,546 434,600

その他 415,649 455,896

固定負債合計 822,196 890,496

負債合計 3,114,080 3,138,586

純資産の部   

株主資本   

資本金 484,812 484,812

資本剰余金 394,812 394,812

利益剰余金 2,452,306 2,441,478

自己株式 △379 △379

株主資本合計 3,331,551 3,320,723

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,605 6,390

為替換算調整勘定 74,617 130,046

その他の包括利益累計額合計 73,012 136,437

少数株主持分 － 36,069

純資産合計 3,404,563 3,493,230

負債純資産合計 6,518,643 6,631,817



（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 5,701,593 5,687,486

売上原価 4,309,182 4,208,462

売上総利益 1,392,411 1,479,023

販売費及び一般管理費 1,285,958 1,326,354

営業利益 106,453 152,669

営業外収益   

受取利息 1,085 1,197

受取配当金 1,365 1,620

雇用安定助成金 11,808 5,989

その他 9,087 9,902

営業外収益合計 23,346 18,709

営業外費用   

支払利息 2,826 1,867

為替差損 － 3,570

その他 1,462 738

営業外費用合計 4,288 6,177

経常利益 125,511 165,201

特別利益   

固定資産売却益 209 －

特別利益合計 209 －

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 3,074 698

減損損失 － 16,279

特別損失合計 3,076 16,977

税金等調整前四半期純利益 122,645 148,223

法人税、住民税及び事業税 64,626 88,121

法人税等調整額 22,962 15,524

法人税等合計 87,588 103,645

少数株主損益調整前四半期純利益 35,056 44,577

少数株主損失（△） － △650

四半期純利益 35,056 45,228



（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 35,056 44,577

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △760 7,995

為替換算調整勘定 22,056 55,199

その他の包括利益合計 21,296 63,195

四半期包括利益 56,353 107,773

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 56,353 108,653

少数株主に係る四半期包括利益 － △879



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。  

   

   

（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）
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