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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9月30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3四半期 6,679 9.5 765 18.4 809 16.8 519 30.2
24年12月期第3四半期 6,098 3.7 646 21.3 692 10.2 398 △6.1

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 991百万円 （131.2％） 24年12月期第3四半期 428百万円 （39.3％）

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3四半期 76.96 ―
24年12月期第3四半期 59.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 10,219 8,677 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3四半期  8,677百万円 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 ― 14.00 ―
25年12月期（予想） 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、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 9,125 9.3 1,090 24.6 1,140 20.1 730 24.3 108.15



(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3Q 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3Q 278,273 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3Q 6,749,805 株 24年12月期3Q 6,749,839 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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の円安により企業収益が回復するな

か、企業の設備投資は持ち直しつつあります。一方、海外では新興国の経済の減速が鮮明になっているものの、全

体的に穏やかな回復基調となりました。 

 このようななか、当社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、仕入コストの削減に努めてまいりました。 

 その結果、売上高は6,679百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益765百万円（前年同期比18.4％増）、経常利

益809百万円（前年同期比16.8％増）、四半期純利益519百万円（前年同期比30.2％増）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、第３四半期において持ち直しつつあり、売上高は3,887百万円（前年同期比1.0％増）となりました

が、セグメント利益（営業利益）では材料高や円安による輸入仕入価格の上昇もあり273百万円（前年同期比

37.8％減）となりました。 

（米国） 

 米国市場は、放送市場・AV市場の需要の低迷がありましたが、円安の影響で円換算後の売上高は624百万円（前

年同期比17.0％増）、セグメント損失（営業損失）は４百万円と改善しつつありますが損失計上となりました。 

（韓国） 

 円安の影響で円換算後の売上高は771百万円（前年同期比23.5％増）、セグメント利益（営業利益）は138百万円

（前年同期比387.6％増）となりました。 

（中国） 

 第２四半期以降、回復基調になったことと円安の影響で円換算後の売上高は770百万円（前年同期比37.0％

増）、セグメント利益（営業利益）は182百万円（前年同期比70.8％増）となりました。 

（シンガポール） 

 当第３四半期は回復基調になったことと円安の影響で円換算後の売上高は414百万円（前年同期比28.8％増）、

セグメント利益（営業利益）80百万円（前年同期比42.0％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３四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円換算額が増

加し、資産合計は10,219百万円となりました。負債合計につきましては、法人税納税により未払法人税等が減少す

る一方、賞与引当金や繰延税金負債の増加があり1,541百万円となりました。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増加、為替相場変動に伴う為替換算調

整勘定のプラス転換によって802百万円増の8,677百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期の業績は想定の範囲内で推移しており、業績予想の変更はありません。   

   

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３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,236,723 5,005,934

受取手形及び売掛金 1,063,281 1,072,633

商品及び製品 1,201,181 1,267,363

仕掛品 47,151 52,327

原材料及び貯蔵品 205,168 234,337

その他 450,922 464,790

貸倒引当金 △3,655 △4,860

流動資産合計 7,200,773 8,092,526

固定資産   

有形固定資産   

土地 756,497 765,397

その他 2,237,913 2,318,875

減価償却累計額 △1,751,398 △1,824,334

有形固定資産合計 1,243,013 1,259,937

無形固定資産 5,036 4,453

投資その他の資産 833,018 862,568

固定資産合計 2,081,068 2,126,959

資産合計 9,281,841 10,219,485

負債の部   

流動負債   

買掛金 520,615 531,225

未払法人税等 225,829 153,354

賞与引当金 62,447 146,457

役員賞与引当金 8,483 13,893

その他 308,821 295,042

流動負債合計 1,126,197 1,139,972

固定負債   

製品保証引当金 9,808 11,030

退職給付引当金 4,069 5,134

役員退職慰労引当金 78,981 82,767

その他 187,305 302,986

固定負債合計 280,165 401,919

負債合計 1,406,363 1,541,892
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30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 6,854,453

自己株式 △335,055 △335,121

株主資本合計 8,411,653 8,742,085

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,379 153,701

繰延ヘッジ損益 △10,429 329

土地再評価差額金 △371,051 △371,051

為替換算調整勘定 △186,073 152,528

その他の包括利益累計額合計 △536,175 △64,492

純資産合計 7,875,477 8,677,593

負債純資産合計 9,281,841 10,219,485
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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１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 6,098,779 6,679,521

売上原価 3,865,738 4,127,992

売上総利益 2,233,040 2,551,528

販売費及び一般管理費 1,586,439 1,785,605

営業利益 646,601 765,923

営業外収益   

受取利息 20,118 25,281

受取配当金 3,682 5,739

為替差益 4,690 7,471

不動産賃貸料 4,446 5,473

投資事業組合運用益 13,684 5,121

固定資産売却益 － 1,389

その他 6,090 1,693

営業外収益合計 52,712 52,171

営業外費用   

不動産賃貸原価 3,365 3,570

投資事業組合運用損 2,087 4,886

固定資産売却損 40 －

固定資産除却損 38 133

その他 1,413 486

営業外費用合計 6,944 9,076

経常利益 692,369 809,017

特別利益   

投資有価証券売却益 － 23,930

特別利益合計 － 23,930

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 681,191 832,631

法人税、住民税及び事業税 250,487 280,985

法人税等調整額 31,787 32,152

法人税等合計 282,274 313,137

少数株主損益調整前四半期純利益 398,916 519,493

四半期純利益 398,916 519,493
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（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１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 398,916 519,493

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,745 122,322

繰延ヘッジ損益 △1,078 10,759

為替換算調整勘定 35,578 338,601

その他の包括利益合計 29,754 471,683

四半期包括利益 428,670 991,176

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 428,670 991,176

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３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30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） 

当第３四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。  

なお、当第１四半期連結会計期間において、「日本」セグメントで、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。当該減損損失の計上額

は、当第３四半期連結累計期間においては11,178千円であります。 

  

（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 3,849,378 533,955 624,344  562,364 100,833

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,614,345 － －  515,750 －

  計 5,463,724 533,955 624,344  1,078,115 100,833

セグメント利益又は損失(△) 
(営業利益又は営業損失(△)) 

439,009 26,555 28,344  107,066 15,062

  
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 321,542 106,360 6,098,779

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 2,130,096

  計 321,542 106,360 8,228,875

セグメント利益又は損失(△) 
(営業利益又は営業損失(△)) 

56,865 △5,165 667,737

利益 金額  

報告セグメント合計   667,737

セグメント間取引消去   3,798

棚卸資産の調整額   △32,505

その他の調整額   7,570

四半期連結損益計算書の営業利益  646,601
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30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） 

当第３四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。 

なお、当第１四半期連結会計期間において、「日本」セグメントで、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。当該減損損失の計上額

は、当第３四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 3,887,980 624,983 771,356  770,682 136,039

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,609,502 1,000 －  716,569 －

  計 5,497,483 625,983 771,356  1,487,251 136,039

セグメント利益又は損失(△) 
(営業利益又は営業損失(△)) 

273,010 △4,105 138,218  182,894 33,262

  
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 414,417 74,060 6,679,521

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 2,327,072

  計 414,417 74,060 9,006,593

セグメント利益又は損失(△) 
(営業利益又は営業損失(△)) 

80,770 △741 703,309

利益 金額  

報告セグメント合計   703,309

セグメント間取引消去   43,171

棚卸資産の調整額   4,646

その他の調整額   14,796

四半期連結損益計算書の営業利益  765,923

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３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30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）  598,738  1,648,732  126,094  168,618  2,542,185

連結売上高（千円）  －  －  －  －  6,098,779

連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 9.8  27.0  2.1  2.8  41.7

  米州 アジア 欧州 その他の地域 計 

海外売上高（千円）  624,971  2,139,702  114,809  304,227  3,183,711

連結売上高（千円）  －  －  －  －  6,679,521

連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 9.4  32.0  1.7  4.6  47.7
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