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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 2,306 △0.0 300 △7.8 297 △14.2 183 △5.1
24年12月期第1四半期 2,306 6.4 325 19.0 347 21.9 193 10.3

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 440百万円 （23.0％） 24年12月期第1四半期 358百万円 （45.7％）

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 27.22 ―
24年12月期第1四半期 28.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 9,676 8,221 84.9
24年12月期 9,281 7,875 84.8
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  8,221百万円 24年12月期  7,875百万円

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 ― 13.00 ― 14.00 27.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 14.00 ― 14.00 28.00

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、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) 4,570 9.8 470 △1.7 490 △5.8 310 1.8 45.93
通期 9,060 8.5 950 8.6 990 4.3 630 7.3 93.34



(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  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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）詳細は、３ページ「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、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 
 上記の業績予想は、慎重に策定しましたが、当社で現在入手可能な情報から得られたものを前提に策定しており、リスクや不確定要素が含まれておりま 
す。実際は、さまざまな要因の変化から、予想とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知置きください。 

※  注記事項

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 7,028,060 株 24年12月期 7,028,060 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 278,228 株 24年12月期 278,228 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 6,749,832 株 24年12月期1Q 6,749,849 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期の当社グループを取り巻く経営環境は、日本では昨年末から円安が進んだものの企業の設備投資の

抑制、海外では新興国の経済の減速など全体的には厳しい状況で推移しました。 

 このようななか、当グループは国内では新規ビジネスである木卓製品、アクティブBNC等の販売促進、海外では

アジア市場での販売強化をはかるとともに、海外生産・部品調達の推進によるコスト削減に努めてまいりました。

 その結果、売上高は前年並みの2,306百万円、営業利益300百万円（前年同期比7.8％減）、経常利益297百万円

（前年同期比14.2％減）、四半期純利益183百万円（前年同期比5.1％減）となりました。  

 主なセグメント売上高、営業利益は次のとおりです。 

（日本） 

 日本市場は、前年同期に比して大型物件が減少したことから売上高は1,471百万円（前年同期比7.6％減）とな

り、セグメント利益（営業利益）も156百万円（前年同期比41.4％減）となりました。  

（米国） 

 米国市場は、放送市場・AV市場の需要の低迷もあり、売上高174百万円（前年同期比3.0％減）、セグメント損失

（営業損失）は7百万円と損失計上となりました。  

（韓国） 

 現地通貨ベースでは売上高は前年同期比5％減でしたが、円安の影響で円換算後は245百万円（前年同期比15.3％

増）、セグメント利益（営業利益）は32百万円（前年同期比507.5％増）となりました。  

（中国） 

 第１四半期は回復基調となったことから売上高230百万円（前年同期比81.0％増）、セグメント利益（営業利

益）は46百万円（前年同期比147.8％増）となりました。 

（シンガポール） 

 現地通貨ベースでは売上高は前年同期比12.3％減でしたが、円安の影響で円換算後は122百万円（前年同期比

4.3％増）、セグメント利益（営業利益）23百万円（前年同期比2.9％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における財政状態につきましては、円安傾向となったことを反映して外貨の現預金及び売掛債権

などの円換算額が増加し、資産合計は9,676百万円となりました。負債合計につきましては、前期末に比して引当

期間の相違によって未払法人税等や賞与引当金の増減があったものの微増の1,455百万円となりました。純資産合

計につきましては、四半期純利益計上による利益剰余金増加、保有株式の株価上昇に伴う評価差額金の改善、為替

相場変動に伴う為替換算調整勘定マイナスの減少によって346百万円増の8,221百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期の当社グループ業績は、業績予想数値の進捗では前倒し傾向となっておりますが、第２四半期は年度

末需要の反動減があることから厳しい状況が予想され、現時点での第２四半期（累計）及び通期業績予想修正の必

要はないと認識しております。 

   

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 

（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、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、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。 

 これによる損益への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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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 4,236,723 4,533,133

受取手形及び売掛金 1,063,281 1,113,084

商品及び製品 1,201,181 1,253,469

仕掛品 47,151 22,958

原材料及び貯蔵品 205,168 194,529

その他 450,922 437,768

貸倒引当金 △3,655 △4,281

流動資産合計 7,200,773 7,550,662

固定資産   

有形固定資産   

土地 756,497 759,718

その他 2,237,913 2,276,800

減価償却累計額 △1,751,398 △1,781,893

有形固定資産合計 1,243,013 1,254,625

無形固定資産 5,036 4,916

投資その他の資産 833,018 866,722

固定資産合計 2,081,068 2,126,263

資産合計 9,281,841 9,676,925

負債の部   

流動負債   

買掛金 520,615 541,248

未払法人税等 225,829 152,416

賞与引当金 62,447 126,871

役員賞与引当金 8,483 4,041

その他 308,821 294,864

流動負債合計 1,126,197 1,119,443

固定負債   

製品保証引当金 9,808 10,500

退職給付引当金 4,069 4,519

役員退職慰労引当金 78,981 80,456

その他 187,305 240,284

固定負債合計 280,165 335,761

負債合計 1,406,363 1,455,204
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,047,542 1,047,542

資本剰余金 1,175,210 1,175,210

利益剰余金 6,523,955 6,613,210

自己株式 △335,055 △335,055

株主資本合計 8,411,653 8,500,908

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,379 103,295

繰延ヘッジ損益 △10,429 △5,266

土地再評価差額金 △371,051 △371,051

為替換算調整勘定 △186,073 △6,164

その他の包括利益累計額合計 △536,175 △279,187

純資産合計 7,875,477 8,221,721

負債純資産合計 9,281,841 9,676,925
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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 2,306,431 2,306,261

売上原価 1,442,491 1,421,851

売上総利益 863,939 884,409

販売費及び一般管理費 538,157 584,202

営業利益 325,782 300,207

営業外収益   

受取利息 6,479 7,358

為替差益 11,353 －

不動産賃貸料 1,549 1,778

投資事業組合運用益 － 2,044

その他 4,429 846

営業外収益合計 23,811 12,027

営業外費用   

為替差損 － 10,714

不動産賃貸原価 871 965

投資事業組合運用損 837 2,608

固定資産売却損 － 6

固定資産除却損 37 15

その他 597 254

営業外費用合計 2,344 14,565

経常利益 347,249 297,669

特別利益   

投資有価証券売却益 － 21,360

特別利益合計 － 21,360

特別損失   

減損損失 11,178 316

特別損失合計 11,178 316

税金等調整前四半期純利益 336,071 318,713

法人税、住民税及び事業税 132,330 133,423

法人税等調整額 10,017 1,536

法人税等合計 142,347 134,960

少数株主損益調整前四半期純利益 193,724 183,753

四半期純利益 193,724 183,753
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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 193,724 183,753

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 32,759 71,916

繰延ヘッジ損益 △5,428 5,163

為替換算調整勘定 137,171 179,908

その他の包括利益合計 164,502 256,988

四半期包括利益 358,226 440,741

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 358,226 440,741

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 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） 

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 

（単位：千円） 

  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

   

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「日本」セグメントにおいて、当社の名古屋本社に隣接する遊休の土地について地価が下落したため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間

においては 千円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
報告セグメント 

日本 米国 韓国 中国 台湾 

売上高           

外部顧客への売上高 1,594,163 180,000 213,174  127,395 36,396

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

501,370 － －  177,221 －

  計 2,095,533 180,000 213,174  304,617 36,396

セグメント利益（営業利益） 267,448 7,487 5,280  18,786 5,528

  
報告セグメント 

合計 
  

シンガポール 欧州   

売上高         

外部顧客への売上高 117,470 37,830 2,306,431

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 678,591

  計 117,470 37,830 2,985,023

セグメント利益（営業利益） 23,060 1,630 329,221

利益 金額  

報告セグメント合計   329,221

セグメント間取引消去   4,422

棚卸資産の調整額   △9,622

その他の調整額   1,760

四半期連結損益計算書の営業利益  325,782

11,178
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Ⅱ 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） 

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 

（単位：千円） 

  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「日本」セグメントにおいて、当社の名古屋本社に隣接する遊休の土地について地価が下落したため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間

においては 千円であります。   

   

  該当事項はありません。 

   

  
報告セグメント 

日本 米国 韓国 中国 台湾 

売上高           

外部顧客への売上高 1,471,654 174,427 245,971  230,699 39,822

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

455,858 830 －  249,008 －

  計 1,927,513 175,257 245,971  479,708 39,822

セグメント利益又は損失（△） 
(営業利益又は営業損失(△)) 

156,581 △7,236 32,077  46,560 9,184

  
報告セグメント 

合計 
  

シンガポール 欧州   

売上高         

外部顧客への売上高 122,576 21,108 2,306,261

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 705,697

  計 122,576 21,108 3,011,958

セグメント利益又は損失（△） 
(営業利益又は営業損失(△))  

23,730 △2,223 258,674

利益 金額  

報告セグメント合計   258,674

セグメント間取引消去   36,566

棚卸資産の調整額   △86

その他の調整額   5,052

四半期連結損益計算書の営業利益  300,207

316

（５）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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海外売上高  

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） 

（注）１．海外売上高は、顧客の所在地を基礎とし、地域によって分類しております。 

２．地域に関して、その内訳は次のとおりであります。 

米州……………米国、カナダ、中南米諸国 

アジア…………中国及び香港、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア等 

欧州……………フランス、イギリス、イタリア等 

その他の地域…上記以外 

   

４．補足情報

  米州 アジア 欧州 その他の地域 計 

海外売上高（千円）  193,511  502,639  43,138  51,872  791,160

連結売上高（千円）  －  －  －  －  2,306,431

連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 8.4  21.8  1.9  2.2  34.3

  米州 アジア 欧州 その他の地域 計 

海外売上高（千円）  174,415  656,857  30,135  76,067  937,476

連結売上高（千円）  －  －  －  －  2,306,261

連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 7.5  28.5  1.3  3.3  40.6
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