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（百万円未満切捨て） 
１．平成26年３月期第３四半期の業績（平成25年３月21日～平成25年12月20日） 
（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３四半期 4,433 1.4 15 335.7 58 30.9 40 △40.2 
25年 ３月期第３四半期 4,374 1.2 3 △81.5 44 △21.0 68 △6.4 

 

 
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

26年 ３月期第３四半期 8.83 － 
25年 ３月期第３四半期 14.75 － 

 
（２）財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

26年 ３月期第３四半期 4,010 2,601 64.9 
25年 ３月期 4,135 2,537 61.4 

(参考)自己資本  26年３月期第３四半期  2,601百万円 25年３月期  2,537百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 － 0.00 － 7.50 7.50   
26年 ３月期 － 0.00 －   

26年 ３月期(予想)   5.00 5.00   

(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３月21日～平成26年３月20日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通  期 6,150 4.9 49 157.9 102 45.7 72 △41.0 15.54 

(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 
 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 

 
 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年３月期３Ｑ 4,680,000株 25年３月期 4,680,000株

②  期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 46,774株 25年３月期 46,774株

③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期３Ｑ 4,633,226株 25年３月期３Ｑ 4,634,177株

 
 
 ※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に対する四半期レビュー手続は終了していま
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

業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性
的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、中国など新興国の成長鈍化、円安による輸入資材・原油等の価格

上昇、消費税率引上げ決定など景気下振れリスクも存在する中にあり、政府による経済政策や金融緩和政策への期

待感から円安・株高を背景に、全体としては緩やかな回復基調が続いております。

当機械工具業界におきましては、主要顧客である自動車関連は、国内自動車生産台数も９月以降増加に転じるな

どしており、回復の兆しがみられる状況にあります。

このような経営環境の中におきまして当社は、「お客様第一」の基本戦略のもと、主力の自動車関連市場はもと

より、堅調なスマートフォン、タブレット市場へも引続き積極的な注力をし、存在意義と価値のあるモノづくりネ

ットワーク商社を目指してまいりました。

その結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高4,433百万円（前年同期比1.4％増）、営業利益15百万円（前

年同期比335.7％増）、経常利益は58百万円（前年同期比30.9％増）となり、四半期純利益につきましては、特別

利益の減少及び法人税等の増加により40百万円（前年同期比40.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

（資産）

当第３四半期会計期間末における総資産は4,010百万円となり、前事業年度末に比べ125百万円減少しました。主

な要因は、流動資産で有価証券150百万円、商品47百万円の増加となりましたが、一方で、受取手形及び売掛金が

145百万円、現金及び預金102百万円、その他56百万円等の減少により流動資産合計で116百万円及び投資その他の

資産合計ど10百万円が減少したこと等によるものであります。

（負債）

当第３四半期会計期間末における負債合計は1,408百万円となり、前事業年度末に比べ189百万円減少しました。

主な要因は、流動負債の支払手形及び買掛金が186百万円減少したこと等によるものであります。

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産は2,601百万円となり、前事業年度末に比べ63百万円増加しました。主

な要因は、配当金の支払いによる34百万円の減少がありましたものの、四半期純利益40百万円の計上及びその他有

価証券評価差額金が57百万円増加したことによるものであります。

なお、当四半期会計期間末における自己資本比率は64.9％となり、全事業年度末に比べ3.5ポイント上昇してお

ります。

（３）業績予想に関する定性的情報

平成26年３月期通期業績予想につきましては、現時点で、平成25年５月１日の「平成25年３月期 決算短信」で

公表いたしました通期の業績予想からの変更はありません。

なお、今後の経営環境により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

（１）四半期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。

（２）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）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成25年３月21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。

これによる、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利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
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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20日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 518,828 416,284

受取手形及び売掛金 1,997,005 1,851,206

有価証券 － 150,700

商品 231,628 279,215

繰延税金資産 16,913 4,570

その他 72,059 15,601

貸倒引当金 △5,428 △3,008

流動資産合計 2,831,007 2,714,569

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 135,123 130,284

土地 189,441 189,441

その他（純額） 26,083 30,239

有形固定資産合計 350,649 349,965

無形固定資産 10,971 12,940

投資その他の資産

投資有価証券 813,448 806,080

その他 138,998 135,190

貸倒引当金 △9,408 △8,473

投資その他の資産合計 943,039 932,797

固定資産合計 1,304,659 1,295,703

資産合計 4,135,666 4,010,273

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,322,361 1,136,151

未払法人税等 13,982 15,126

賞与引当金 18,600 3,400

役員賞与引当金 14,000 10,500

その他 92,086 87,690

流動負債合計 1,461,029 1,252,868

固定負債

退職給付引当金 32,031 23,741

役員退職慰労引当金 55,600 60,250

その他 49,060 71,604

固定負債合計 136,692 155,596

負債合計 1,597,722 1,408,464
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月20日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,017,550 1,017,550

資本剰余金 1,174,661 1,174,661

利益剰余金 304,856 311,017

自己株式 △7,356 △7,356

株主資本合計 2,489,711 2,495,873

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 48,233 105,936

評価・換算差額等合計 48,233 105,936

純資産合計 2,537,944 2,601,809

負債純資産合計 4,135,666 4,010,273
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（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成24年３月21日
至 平成24年12月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年３月21日
至 平成25年12月20日)

売上高 4,374,069 4,433,788

売上原価 3,786,574 3,841,329

売上総利益 587,494 592,458

販売費及び一般管理費 584,050 577,448

営業利益 3,444 15,009

営業外収益

仕入割引 29,967 32,570

その他 14,112 14,743

営業外収益合計 44,080 47,313

営業外費用

支払利息 1,742 1,672

為替差損 523 981

不動産賃貸費用 483 1,308

その他 250 97

営業外費用合計 2,999 4,059

経常利益 44,525 58,263

特別利益

受取損害賠償金 22,964 7,918

補助金収入 9,000 2,334

その他 － 0

特別利益合計 31,964 10,253

特別損失

固定資産除却損 1,670 15

特別損失合計 1,670 15

税引前四半期純利益 74,819 68,500

法人税、住民税及び事業税 6,454 20,582

法人税等調整額 － 7,007

法人税等合計 6,454 27,590

四半期純利益 68,364 40,910
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

当社は、機械、工具及び産業機械・器具等の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（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）セグメント情報等
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