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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 8,241 △16.2 220 △56.1 165 △65.2 97 △70.3

24年12月期第1四半期 9,832 20.9 501 702.8 475 637.9 326 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 466百万円 （△18.6％） 24年12月期第1四半期 573百万円 （317.1％）

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 36.69 ―

24年12月期第1四半期 121.53 ―

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 23,001 3,890 16.9 1,469.03
24年12月期 20,039 3,482 17.4 1,314.93

（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  3,890百万円 24年12月期  3,482百万円

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 ― 22.00 22.00

25年12月期 ―

25年12月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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  ：  有  
 

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) 16,500 △18.2 250 △73.1 175 △79.9 105 △80.6 39.65
通期 34,200 △6.8 440 △62.0 340 △68.2 250 △62.1 94.40



(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 

(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業績見通し等の将来に関する記述は、当社及び当社グループ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。 

※  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 2,700,000 株 24年12月期 2,700,000 株

② 期末自己株式数 25年12月期1Q 51,790 株 24年12月期 51,790 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 2,648,210 株 24年12月期1Q 2,690,206 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当社グループを取巻く経営環境は、マクロ的な観点からは海外では米国景気

が上昇局面にあることを裏付ける数値が相次ぎ金融緩和政策の出口議論が出始めるなど好調が続くと見られる一方、

欧州ではキプロス問題も沈静化し小康状態を保っています。新興国では中国の2013年度第１四半期ＧＤＰが7.7%の伸

びにとどまったことに対して市場が敏感に反応するなど牽引力に翳りが出てきています。日本では安倍自民党政権の

スピード感ある行動力に期待がさらに高まっており、株高・円安が進行し個人消費も増加に転じる傾向が見られるな

どデフレ脱却に対する期待感も高まっている状況であります。 

然しながら足元の経営環境に眼を転じますと、顧客の生産拠点見直しの動きが継続しており、しかも国内景気の

浮揚が確認されるまでには時間がかかることから 終メーカーの増産の動きまでにはつながっていない状況でありま

す。 

このような経営環境下、当第１四半期連結累計期間の経営成績は下記のとおりとなりました。 

日本は、社会生活機器用においては前期の反動もあり減産となったユニットがあった一方、前倒し生産によって

期初予想に比べて増産となったユニットがありました。オフィスビジネス機器用は海外生産へのシフトを睨んで前倒

し生産となった機種があったものの、総じて低い生産水準となりました。産業機器用は、 終メーカーの受注に回復

傾向が出てきたものの減産が継続しました。また、オフィスビジネス機器販売は低調に推移し、人材派遣・業務請負

も前年同期に比べて落込みました。 

アジアは、円高による日本企業の海外生産シフトにおいて受け皿的役割を果たしている香港・中国深圳子会社は

堅調なオフィスビジネス機器用に加えて社会生活機器用の生産も伸びた一方、中国無錫子会社は顧客の生産調整によ

って主力のオフィスビジネス機器用が減産となり、社会生活機器用も円安の影響を受けて日本向け輸出が大幅に減産

となりました。 

以上の結果、連結売上高は8,241百万円（前年同期比16.2%減）となりました。  

損益面では、日本においては、全体として社会生活機器用、オフィスビジネス機器用、産業機器用いずれも前年

同期に比べて減産となりました。アジアにおいては引続き堅調な受注に支えられた香港・中国深圳子会社が牽引し黒

字を確保しました。以上の結果、連結営業利益は220百万円（前年同期比56.1%減）となりました。 

営業外収支は、前年同期比支払利息は削減された一方、半製品輸入において円安の影響を受け為替差損が発生し

たこと等の要因より、連結経常利益は165百万円（前年同期比65.2%減）となりました。 

上記に加えて、保険に関わる特別利益、固定資産除却に関わる特別損失、法人税等を加減した結果、連結四半期

純利益は97百万円（前年同期比70.3%減）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は23,001百万円（前連結会計年度末比2,962百万円増）となりまし

た。 

 流動資産は、現金及び預金が増加したこと等により17,876百万円（前連結会計年度末比2,879百万円増）となりま

した。 

 固定資産は、製造設備を取得したこと等により5,125百万円（前連結会計年度末比82百万円増）となりました。 

 流動負債は、短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が増加したこと等により13,211百万円（前連結会計年度

末比2,005百万円増）となりました。 

 固定負債は、長期借入金が増加したこと等により5,900百万円（前連結会計年度末比548百万円増）となりました。

 純資産合計は、為替換算調整額が増加したこと等により3,890百万円（前連結会計年度末比408百万円増）となりま

した。 

        

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

     

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の方法に変更しております。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

   

   

該当事項はありません。    

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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 3,315,339 6,237,563

受取手形及び売掛金 6,507,976 6,634,781

商品及び製品 542,109 358,881

仕掛品 366,196 424,587

原材料及び貯蔵品 3,954,028 3,919,215

繰延税金資産 27,948 35,292

その他 288,606 271,524

貸倒引当金 △5,320 △5,663

流動資産合計 14,996,886 17,876,183

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,892,187 3,970,145

減価償却累計額 △2,179,642 △2,262,378

建物及び構築物（純額） 1,712,544 1,707,767

機械装置及び運搬具 4,950,874 5,295,825

減価償却累計額 △3,132,782 △3,438,960

機械装置及び運搬具（純額） 1,818,092 1,856,865

土地 465,568 459,968

建設仮勘定 － 35,000

その他 609,173 628,405

減価償却累計額 △442,243 △455,151

その他（純額） 166,929 173,254

有形固定資産合計 4,163,135 4,232,855

無形固定資産 96,977 106,153

投資その他の資産   

投資有価証券 240,510 241,158

保険積立金 422,181 428,968

繰延税金資産 58,494 61,618

その他 97,899 89,363

貸倒引当金 △36,577 △34,662

投資その他の資産合計 782,508 786,446

固定資産合計 5,042,620 5,125,455

資産合計 20,039,507 23,001,638
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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 5,271,186 5,277,394

短期借入金 2,550,766 4,434,948

1年内返済予定の長期借入金 2,087,700 2,252,132

1年内償還予定の社債 279,250 279,250

未払法人税等 141,308 96,582

リース債務 64,052 63,796

賞与引当金 － 27,900

その他 811,687 779,274

流動負債合計 11,205,950 13,211,278

固定負債   

社債 234,000 147,500

長期借入金 4,983,536 5,617,136

退職給付引当金 48,827 56,453

リース債務 81,281 73,992

その他 3,694 4,964

固定負債合計 5,351,338 5,900,045

負債合計 16,557,289 19,111,324

純資産の部   

株主資本   

資本金 856,300 856,300

資本剰余金 563,300 563,300

利益剰余金 2,342,377 2,381,287

自己株式 △35,081 △35,081

株主資本合計 3,726,896 3,765,806

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △52,163 △31,797

繰延ヘッジ損益 4 △14

為替換算調整勘定 △192,519 156,319

その他の包括利益累計額合計 △244,678 124,508

純資産合計 3,482,217 3,890,314

負債純資産合計 20,039,507 23,001,638
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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 9,832,113 8,241,058

売上原価 8,923,302 7,586,469

売上総利益 908,810 654,588

販売費及び一般管理費 407,235 434,304

営業利益 501,575 220,283

営業外収益   

受取利息 434 628

受取配当金 3,063 3,559

消耗品等売却益 5,817 4,805

為替差益 11,349 －

その他 8,011 2,785

営業外収益合計 28,676 11,779

営業外費用   

支払利息 46,857 38,143

為替差損 － 22,345

その他 7,701 6,213

営業外費用合計 54,558 66,702

経常利益 475,693 165,359

特別利益   

固定資産売却益 53 402

投資有価証券売却益 － 3,530

負ののれん発生益 48,402 －

保険解約返戻金 196 7,643

特別利益合計 48,651 11,576

特別損失   

固定資産除却損 1,286 1,918

特別損失合計 1,286 1,918

税金等調整前四半期純利益 523,058 175,018

法人税等 183,212 77,847

少数株主損益調整前四半期純利益 339,845 97,170

少数株主利益 12,911 －

四半期純利益 326,933 97,170
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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 339,845 97,170

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 31,795 20,366

繰延ヘッジ損益 154 △19

為替換算調整勘定 201,314 348,839

その他の包括利益合計 233,264 369,186

四半期包括利益 573,110 466,357

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 560,198 466,357

少数株主に係る四半期包括利益 12,911 －
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該当事項はありません。   

   

   

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

（５）重要な後発事象
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