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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 1,011 5.7 56 22.9 51 13.0 23 25.8
24年12月期第1四半期 956 △19.5 45 △68.2 45 △70.9 18 △77.6

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 54百万円 （63.3％） 24年12月期第1四半期 33百万円 （△61.1％）

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 4.68 ―
24年12月期第1四半期 3.73 3.72

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 3,286 2,620 79.4
24年12月期 3,203 2,614 81.3
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  2,608百万円 24年12月期  2,604百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
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  ：  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) 2,200 4.0 65 △49.3 65 △50.3 35 △44.7 6.99
通期 4,700 6.6 300 10.8 300 6.9 180 24.6 35.94



(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

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   ：  無
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 5,009,000 株 24年12月期 5,009,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q ― 株 24年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 5,009,000 株 24年12月期1Q 5,002,444 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（平成25年１月１日～３月31日）におけるわが国経済は、昨年末の政権交代に伴い円

高から円安傾向に転じ、日経平均株価も上向くなど、一部に明るい兆しもみられました。しかしながら、欧州の債

務危機にともなう海外経済の減速、中国経済の成長鈍化等の懸念もあり、依然として先行き不透明な状況が続いて

おります。 

 当社グループの属する制御機器業界におきましても、海外では、欧州での金融不安の影響、中国における景気減

速による設備投資抑制の影響を受け、設備投資需要は伸び悩みました。国内においても、物流、工作機械、自動車

関連業界で設備投資需要の持ち直しはあるものの、電子部品、半導体、液晶関連の設備投資需要は低調に推移いた

しました。 

 このような経営環境の中で当社グループは、「高品質、だけど低価格。」を営業方針とし、国内・海外（新興

国）での新規顧客の開拓、同業他社との協業など積極的な営業活動を展開するとともに、多様化する顧客ニーズに

対応すべく新製品の開発にも注力し、業績の向上に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、10億11百万円（前年同四半期比5.7％増）、営業利益56百

万円（同22.9％増）、経常利益51百万円（同13.0％増）、四半期純利益23百万円（同25.8％増)となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比較して83百万円増加し、32億86百万円と

なりました。主な要因は、現金及び預金が１億９百万円、たな卸資産が40百万円増加し、また未収消費税等が58百

万円減少したことによるものです。 

（負債及び純資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末の負債の残高は、前連結会計年度末と比較して76百万円増加し、６億66百万円とな

りました。主な要因は、買掛金が43百万円、賞与引当金が31百万円増加したことによるものです。純資産の残高

は、前連結会計年度末と比較して６百万円増加し、26億20百万円となりました。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年12月期の業績予想に関しては、平成25年２月12日に開示いたしました「平成24年12月期決算短信」から

の変更は行っておりません。 

なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関し

て修正の必要性が生じた場合には、適切に開示してまいります。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  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 731,685 840,860

受取手形及び売掛金 948,119 942,286

製品 224,806 244,059

仕掛品 6,631 3,303

原材料及び貯蔵品 139,725 163,849

繰延税金資産 33,517 42,661

その他 164,083 83,857

貸倒引当金 △30 △31

流動資産合計 2,248,539 2,320,846

固定資産   

有形固定資産 63,677 57,481

無形固定資産   

ソフトウエア 38,175 32,751

その他 1,988 1,988

無形固定資産合計 40,164 34,740

投資その他の資産   

投資有価証券 670,517 711,908

繰延税金資産 114,966 96,195

その他 65,732 65,661

投資その他の資産合計 851,216 873,766

固定資産合計 955,058 965,988

資産合計 3,203,597 3,286,834

負債の部   

流動負債   

買掛金 198,352 242,201

未払法人税等 43,969 36,999

賞与引当金 15,499 46,912

役員賞与引当金 － 500

その他 133,263 130,629

流動負債合計 391,084 457,243

固定負債   

退職給付引当金 111,753 116,652

役員退職慰労引当金 86,675 92,354

固定負債合計 198,428 209,006

負債合計 589,512 666,249



（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 553,241 553,241

資本剰余金 560,814 560,814

利益剰余金 1,564,003 1,537,356

株主資本合計 2,678,059 2,651,413

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △73,722 △42,786

その他の包括利益累計額合計 △73,722 △42,786

新株予約権 9,748 11,958

純資産合計 2,614,085 2,620,585

負債純資産合計 3,203,597 3,286,834



（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 956,877 1,011,601

売上原価 536,329 560,483

売上総利益 420,547 451,118

販売費及び一般管理費 374,696 394,777

営業利益 45,851 56,341

営業外収益   

受取利息 518 421

為替差益 708 －

技術指導料 1,200 1,200

その他 584 419

営業外収益合計 3,011 2,041

営業外費用   

売上割引 628 741

持分法による投資損失 2,882 6,490

その他 114 19

営業外費用合計 3,626 7,250

経常利益 45,237 51,131

特別損失   

固定資産除却損 － 43

特別損失合計 － 43

税金等調整前四半期純利益 45,237 51,088

法人税、住民税及び事業税 34,961 34,962

法人税等調整額 △8,360 △7,318

法人税等合計 26,600 27,644

少数株主損益調整前四半期純利益 18,636 23,443

四半期純利益 18,636 23,443



（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 18,636 23,443

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,671 30,936

その他の包括利益合計 14,671 30,936

四半期包括利益 33,308 54,380

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 33,308 54,380



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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