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  （百万円未満切捨て）

（１）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１四半期  2,329  △9.3  △7  －  11  △88.9  4  △90.4

25年３月期第１四半期  2,567  6.8  81  419.5  101  218.7  49  185.7

  
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 

26年３月期第１四半期  0.17  －

25年３月期第１四半期  1.72  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  16,737  11,621  69.4

25年３月期  16,792  11,605  69.1

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 11,621百万円   25年３月期 11,605百万円 

  
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  － － － 5.50  5.50

26年３月期  －       

26年３月期（予想）   － － 5.50  5.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３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）

  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）  5,000  △5.2  60  △63.0  90  △52.1  40  △57.0  1.41

通期  11,400  2.5  310  △8.3  350  △10.0  200  △7.8  7.03

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期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．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期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。

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 無

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） 26年３月期１Ｑ 30,887,396株 25年３月期 30,887,396株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 2,431,681株 25年３月期 2,429,360株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 28,456,349株 25年３月期１Ｑ 28,460,533株

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に対するレビュー手続は終了しておりません。

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、実際の業績等は国内外の経済情勢並びに予期できない資源高騰等の様々な要因によ

り異なる可能性があります。
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期におけるわが国経済は、政府の経済対策による景気回復への期待を背景に、設備投資や個人消費に

改善がみられ、また、公共投資も増加を続けるなど、全体としては緩やかな回復基調で推移いたしました。 

このような状況のもと当社におきましては、営業活動の強化、一層の生産性の向上、更なるコスト削減の徹底な

どに注力してまいりましたが、売上高は23億２千９百万円と前年同期比9.3％の減少となり、営業利益は７百万円

の損失（前年同期は８千１百万円の利益）、経常利益は１千１百万円と前年同期比88.9％の減少、四半期純利益は

４百万円と前年同期比90.4％の減少となりました。 

 セグメントの業績につきましては、精密加工事業部における売上高は16億１千６百万円と前年同期比1.0％の減

少となり、機械事業部における売上高は７億１千２百万円と前年同期比23.8％の減少となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期末の総資産は167億３千７百万円となり、前期末に比べ５千４百万円減少いたしました。これは主

に、たな卸資産が４億１千２百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が４億８千８百万円減少したことによる

ものです。負債は51億１千５百万円となり、前期末に比べ７千万円減少いたしました。これは主に、賞与引当金が

１億４千１百万円減少したことによるものです。純資産は116億２千１百万円となり、前期末に比べ１千５百万円

の増加となりました。これは主に、利益剰余金が１億５千１百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が

１億６千８百万円増加したことによるものです。    

   

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績予想につきましては、平成25年４月25日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期累

計期間及び通期の業績予想に変更はありません。   

   

（１）四半期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、当第１四半期会計期間を含む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しております。  

   

   

（２）追加情報 

 （役員退職慰労引当金） 

  当社は従来、役員の退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額の100％を計上しておりました

が、平成25年４月25日開催の取締役会において、平成25年６月27日開催の定時株主総会終結時をもって、役員退職

慰労金制度を廃止することを決議いたしました。また、同定時株主総会において、本制度廃止日までの在任期間に

対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期は、各役員の退任時とすることを決議いたしま

した。なお、当該未払い金額190百万円については役員退職慰労引当金を全額取崩したうえで、固定負債の「その

他」に含めて表示しております。 

   

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
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,757,978 4,552,370

受取手形及び売掛金 3,205,136 2,716,216

製品 87,459 236,593

仕掛品 1,493,052 1,713,051

原材料及び貯蔵品 554,838 597,954

その他 144,263 182,408

貸倒引当金 △12,600 △8,600

流動資産合計 10,230,128 9,989,993

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,588,703 1,591,720

機械及び装置（純額） 1,680,220 1,639,390

その他（純額） 962,998 1,018,055

有形固定資産合計 4,231,921 4,249,166

無形固定資産 83,618 82,839

投資その他の資産   

投資有価証券 1,660,139 1,901,039

その他 589,268 517,483

貸倒引当金 △2,938 △2,938

投資その他の資産合計 2,246,468 2,415,584

固定資産合計 6,562,008 6,747,591

資産合計 16,792,137 16,737,585
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,843,764 1,951,077

短期借入金 900,000 900,000

未払法人税等 152,585 11,893

賞与引当金 216,316 75,284

その他 735,877 811,482

流動負債合計 3,848,543 3,749,737

固定負債   

退職給付引当金 868,522 880,518

役員退職慰労引当金 185,434 －

その他 283,798 485,510

固定負債合計 1,337,754 1,366,028

負債合計 5,186,298 5,115,766

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175,416 4,175,416

資本剰余金 3,468,202 3,468,202

利益剰余金 3,714,273 3,562,464

自己株式 △340,191 △340,676

株主資本合計 11,017,701 10,865,407

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 588,137 756,411

評価・換算差額等合計 588,137 756,411

純資産合計 11,605,838 11,621,818

負債純資産合計 16,792,137 16,737,585
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,567,883 2,329,066

売上原価 2,170,066 2,000,150

売上総利益 397,816 328,915

販売費及び一般管理費 315,916 336,023

営業利益又は営業損失（△） 81,899 △7,108

営業外収益   

受取配当金 12,340 13,254

固定資産賃貸料 10,860 9,858

その他 2,775 1,985

営業外収益合計 25,976 25,098

営業外費用   

支払利息 1,525 1,465

固定資産賃貸費用 4,795 4,245

その他 448 1,068

営業外費用合計 6,769 6,779

経常利益 101,106 11,209

特別利益   

固定資産売却益 130,535 －

特別利益合計 130,535 －

特別損失   

固定資産除却損 292 －

退職給付制度改定損 144,944 －

特別損失合計 145,237 －

税引前四半期純利益 86,403 11,209

法人税等 37,290 6,500

四半期純利益 49,113 4,709
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期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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