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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 1,550 △6.2 235 △22.9 251 △18.0 163 △2.7
24年12月期第3四半期 1,652 △22.0 305 △29.3 306 △30.4 167 △33.8

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 199百万円 （23.5％） 24年12月期第3四半期 161百万円 （△34.4％）

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 21.56 21.54
24年12月期第3四半期 21.78 ―

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 3,687 3,295 88.9
24年12月期 3,524 3,161 89.3
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  3,278百万円 24年12月期  3,148百万円

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 ― 4.00 ― 3.50 7.50
25年12月期 ― 3.50 ―
25年12月期（予想） 4.50 8.00

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 2,181 2.9 346 △6.2 363 △4.4 231 26.6 30.36



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結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。 

(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、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）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、四半期連結財務諸表に対
する四半期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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用あたっての注意事項等については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  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3Q 8,285,000 株 24年12月期 8,285,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 744,953 株 24年12月期 625,160 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 7,571,159 株 24年12月期3Q 7,706,476 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州における財政問題による需要の低迷、中国を

はじめ新興国の景気減速等の影響もありましたが、金融政策による円高の是正及び株価上昇が進み、ま

た経済政策への期待感から、民間設備投資にも明るさが見え、緩やかながらも回復基調にありました。

当業界におきましては、円高の是正の影響から輸出関連業界、スマートフォン向け電子部品業界に業

績の回復が見られ、当社グループの主要顧客業種である半導体製造装置業界においても、一部、設備投

資需要に、上向きの兆しが見られますが、パソコン、液晶テレビなどのデジタル電子・電気機器の低迷

により、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境下、当社グループは、販売面では、日本を含むアジアを一つのマーケットとしてとら

え、情報の共有を図り、新興国市場のニーズに応えた製品シリーズの市場投入と販売体制を強化し拡販

を推し進めてまいりました。 

また、生産面では、「地産地消」の考え方に基づき海外子会社での生産比率を高めること等によっ

て、コストダウン及び供給力強化による顧客サービス向上に引き続き取り組んでまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高は1,550,401千円（前年同

期比93.8%）、連結経常利益は251,054千円（前年同期比82.0%）、連結四半期純利益は163,251千円（前

年同期比97.3%）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

パソコン、液晶テレビなどのデジタル電子・電気機器の低迷、一部、国内生産への回帰は見ら

れますが、各種製造業の海外生産移管などにより、売上高は1,153,131千円（前年同期比87.4%）

となりました。営業利益については174,514千円（前年同期比69.1%）となりました。 

② 韓国 

昨年来のウォン高の影響による半導体関連業種に需要の低迷がありましたが、販売体制の強化

と現地生産比率の向上及び円安の影響により、売上高は206,599千円（前年同期比118.6 %）とな

りました。営業利益については31,614千円（前年同期比110.3%）となりました。 

③ 中国 

成長鈍化による景気減速懸念がありましたが、販売体制の強化及び円安の影響により売上高は

130,603千円（前年同期比125.4%）となりました。営業利益については34,040千円（前年同期比

167.2%）となりました。 

④ その他 

タイ国を中心に、東南アジア市場への拡販活動を推し進めてまいりました。この結果、売上高

は60,066千円（前年同期比109.6%）となりました。営業利益については1,363千円（前年同期比

75.6%）となりました。 

① 資産 

当第３四半期連結会計期間末において、流動資産は前連結会計年度末に比べ54,677千円減少し、

1,407,555千円となりました。これは主として、現金及び預金が80,802千円増加したのに対し、受取手

形及び売掛金が108,430千円、製品が37,144千円減少したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ217,614千円増加し、2,280,067千円となりました。これは主

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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として建物及び構築物が144,438千円、投資その他の資産の長期預金が137,105千円増加したことに

よります。 

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ162,936千円増加し、3,687,623千円となりまし

た。 

② 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ32,664千円増加し、250,835千円となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金が14,193千円、賞与引当金が44,486千円が増加したのに対し、流動負債その他

が36,051千円減少したことによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ4,173千円減少し、141,010千円となりました。これは固定負

債その他が1,966千円増加したのに対し、退職給付引当金が6,139千円減少したことによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ 28,491千円増加し、391,846千円となりました。 

③ 純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べ134,444千円増加し、3,295,776千円となりました。これは主と

して利益剰余金が122,711千円、為替換算調整勘定が30,820千円増加したことによります。 

その結果、自己資本比率は88.9％となりました。 

連結業績予想につきましては、平成25年８月１日に開示しております「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

 今後、業績予想を修正する必要があると判断した場合には、適時に修正開示をいたします。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 ①たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期

間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

（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） 

当社は、法人税法の改正に伴い、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の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。 

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 519,118 599,920

受取手形及び売掛金 558,091 449,661

製品 167,878 130,734

仕掛品 81,471 86,390

原材料 79,553 61,986

繰延税金資産 25,483 43,021

その他 31,040 36,134

貸倒引当金 △404 △293

流動資産合計 1,462,233 1,407,555

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,177,599 1,322,038

減価償却累計額 △468,005 △497,286

建物及び構築物（純額） 709,594 824,751

機械装置及び運搬具 723,566 730,473

減価償却累計額 △494,280 △530,952

機械装置及び運搬具（純額） 229,286 199,520

土地 735,434 736,159

その他 432,359 466,353

減価償却累計額 △383,552 △402,596

その他（純額） 48,806 63,757

有形固定資産合計 1,723,120 1,824,188

無形固定資産 132,506 108,784

投資その他の資産

投資有価証券 137,516 153,184

繰延税金資産 12,970 6,607

長期預金 － 137,105

その他 56,338 50,196

投資その他の資産合計 206,825 347,094

固定資産合計 2,062,453 2,280,067

資産合計 3,524,686 3,687,623
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 30,204 44,398

未払法人税等 44,195 45,514

賞与引当金 21,834 66,321

役員賞与引当金 － 8,717

その他 121,935 85,884

流動負債合計 218,170 250,835

固定負債

退職給付引当金 118,055 111,915

その他 27,127 29,094

固定負債合計 145,183 141,010

負債合計 363,354 391,846

純資産の部

株主資本

資本金 748,125 748,125

資本剰余金 945,766 945,766

利益剰余金 1,590,369 1,713,081

自己株式 △131,019 △160,597

株主資本合計 3,153,241 3,246,374

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,679 19,324

為替換算調整勘定 △17,927 12,892

その他の包括利益累計額合計 △4,247 32,217

新株予約権 12,338 13,873

少数株主持分 － 3,310

純資産合計 3,161,331 3,295,776

負債純資産合計 3,524,686 3,687,623
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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 1,652,319 1,550,401

売上原価 759,288 730,683

売上総利益 893,030 819,717

販売費及び一般管理費 587,913 584,365

営業利益 305,117 235,352

営業外収益

受取利息 470 2,514

受取配当金 2,704 2,829

為替差益 1,313 9,740

受取地代家賃 4,001 4,004

受取保険金 231 －

その他 773 1,321

営業外収益合計 9,494 20,410

営業外費用

支払利息 2,162 －

売上割引 146 164

機械設備等移設費 4,773 －

減価償却費 891 3,885

その他 343 658

営業外費用合計 8,317 4,708

経常利益 306,295 251,054

特別利益

固定資産売却益 1,012 796

投資有価証券売却益 － 5,046

新株予約権戻入益 － 274

特別利益合計 1,012 6,116

特別損失

固定資産売却損 6,023 －

固定資産除却損 162 363

投資有価証券売却損 － 100

建物建替損失 34,745 －

特別損失合計 40,931 464

税金等調整前四半期純利益 266,375 256,706

法人税、住民税及び事業税 123,199 107,723

法人税等調整額 △24,688 △14,268

法人税等合計 98,511 93,454

少数株主損益調整前四半期純利益 167,864 163,251

四半期純利益 167,864 163,251
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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 167,864 163,251

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,421 5,644

為替換算調整勘定 2,307 30,820

その他の包括利益合計 △6,114 36,465

四半期包括利益 161,750 199,716

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 161,750 199,716

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 

 
（注）「その他」の区分には、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「タイ」であります。 

  

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） 

 
  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

(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、建替え予定となった建物について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を特別損失の建物建替損失に含めて計上しております。 

なお、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27,545千円であります。 

  

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 

 
（注）「その他」の区分には、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「タイ」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

（単位：千円）

報告セグメント その他 
（注）

合計
日本 韓国 中国 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,319,114 174,220 104,188 1,597,523 54,796 1,652,319

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

187,878 72,890 8,163 268,931 ― 268,931

計 1,506,992 247,111 112,351 1,866,455 54,796 1,921,251

セグメント利益 252,422 28,650 20,356 301,429 1,804 303,234

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 301,429

「その他」の区分の利益 1,804

セグメント間取引消去 1,883

四半期連結損益計算書の営業利益 305,117

（単位：千円）

報告セグメント その他 
（注）

合計
日本 韓国 中国 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,153,131 206,599 130,603 1,490,335 60,066 1,550,401

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

167,110 59,522 5,452 232,086 ― 232,086

計 1,320,242 266,122 136,056 1,722,421 60,066 1,782,487

セグメント利益 174,514 31,614 34,040 240,168 1,363 241,532
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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） 

 
  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 報告セグメントの変更 

第１四半期連結累計期間より、従来「その他」に含まれていた「中国」について量的な重要性が増した

ため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したもの

を開示しております。 

  

 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) 

  該当事項はありません。 

  

 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) 

  該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 240,168

「その他」の区分の利益 1,363

セグメント間取引消去 △6,179

四半期連結損益計算書の営業利益 235,352

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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