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(百万円未満切捨て)
１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）

（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 ％

26年３月期第３四半期 10,879 △1.6 257 △62.1 222 △64.7 146 △16.1

25年３月期第３四半期 11,060 13.4 679 71.3 630 91.9 174 △14.0
(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 437百万円( 19.3％) 25年３月期第３四半期 366百万円( 145.4％)
　

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 20.67 ―

25年３月期第３四半期 24.64 ―
　

　

（２）連結財政状態

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 15,177 6,216 40.1

25年３月期 14,570 5,832 39.3
(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 6,081百万円 25年３月期 5,724百万円
　
　

　

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) 7.50 7.50
(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月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31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 14,700 △2.4 440 △37.8 390 △42.9 270 39.9 38.11
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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

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
　

　

（４）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 7,210,000株 25年３月期 7,210,000株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 125,407株 25年３月期 125,062株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 7,084,727株 25年３月期３Ｑ 7,086,806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の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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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世界経済は持ち直しつつあるものの、全体としては減速感が広がり、弱い回復となっております。先

進国におきましては、米国の財政問題、欧州の債務問題、高水準の失業率等、先行きに対するリスクが

存在しております。一方、新興国の経済成長率も高水準ではありますが、その拡大テンポは鈍化してお

ります。 

わが国経済は、世界経済の減速や領土を巡る近隣諸国との緊張の長期化等により、前年度は景気が後

退いたしましたが、当年度は円安・株高が進み、自動車関連業界を中心に輸出や生産に持ち直しの動き

がみられ、企業の業況判断も改善しつつあります。また、設備投資の動向を知るうえで先行指標の一つ

である機械受注統計の推移を見ても、製造業の機械受注額は７～９月で9,745億円と前年同期比8.2％増

と持ち直してきており、10月は前月比0.2％減、11月は前月比6.0％増と、増加傾向で推移しておりま

す。 

このような環境下、当社グループは、プラスチック成形関連のコアビジネスにおきまして、品質の向

上、納期の確守、新製品の開発等、競争力強化によるマーケットシェアの拡大を図るとともに、電池、

食品、化粧品等の新規販売分野の開拓・拡大に注力してまいりました。 

この結果、中国を中心とした東アジアの需要は総じて堅調に推移したものの、前年度のタイの洪水被

害の復興需要という特殊要因が無くなり、また東南アジアの景気が減速傾向であること、日本における

前年度後半の設備投資減少に伴う期末受注残高減少が当期の売上高に影響したこと等により、売上高は

前年同期比１億８千１百万円減(同1.6％減)の108億７千９百万円となりました。 

損益面では、材料費を中心とした原価低減に努めたものの、中国における人件費等諸経費の増加、前

年度第２四半期からの新規連結子会社分の販売費及び一般管理費の増加等により、営業利益は前年同期

比４億２千２百万円減(同62.1％減)の２億５千７百万円、経常利益は前年同期比４億７百万円減(同

64.7％減)の２億２千２百万円となりました。 

特別損益では旧・大阪工場を譲渡したこと等により固定資産売却益１億３百万円を特別利益に計上

し、法人税、住民税及び事業税１億８千１百万円を計上したこと等により、四半期純利益は前年同期比

２千８百万円減(同16.1％減)の１億４千６百万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加し

たこと等により６億３千４百万円増加し、112億３千３百万円となりました。固定資産は、前連結会計

年度末に比べて、土地、のれんが減少したこと等により２千８百万円減少し、39億４千４百万円となり

ました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて６億６百万円増加し、151億７千７百万円と

なりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、短期借入金、未払法人税等が減少しましたが、支払手形及

び買掛金、前受金が増加したこと等により２億６千９百万円増加し、56億５千５百万円となりました。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、役員退職慰労引当金、社債、長期借入金が減少したこと等に

より４千７百万円減少し、33億５百万円となりました。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比

べて２億２千２百万円増加し、89億６千万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、利益剰余金、為替換算調整勘定、少数株主持分が増加し

たこと等により３億８千４百万円増加し、62億１千６百万円となりました。 

  

世界経済は東南アジアで減速傾向が見られるものの、弱い回復が続き底堅さも増しております。 

わが国経済も、製造業の国内の設備投資には慎重な姿勢も見られるものの、大企業を中心に輸出や生

産が持ち直し、景気は緩やかに回復をしております。 

当社グループにおきましても、景気回復に伴う需要増に迅速に対応するとともに、コアビジネスにお

ける更なる競争力強化、グループ内での連携強化、新規販売分野の開拓・拡大のスピードアップ等、重

点施策を着実に実行し年度計画の達成に注力してまいります。現時点におきましては、平成25年10月22

日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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平成25年７月15日付でタイに生産子会社としてレイケンタイランドＣＯ.,ＬＴＤ.を設立し、第２四

半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

  

該当事項はありません。  

  

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
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,772,388 3,921,044

受取手形及び売掛金 4,660,039 4,889,366

商品及び製品 583,228 587,138

仕掛品 388,614 657,453

原材料及び貯蔵品 854,008 855,018

その他 390,716 352,055

貸倒引当金 △50,095 △28,560

流動資産合計 10,598,901 11,233,516

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,322,399 1,236,683

その他（純額） 1,594,058 1,622,599

有形固定資産合計 2,916,457 2,859,283

無形固定資産   

のれん 135,342 111,458

その他 321,411 373,243

無形固定資産合計 456,753 484,701

投資その他の資産   

その他 615,491 616,463

貸倒引当金 △16,634 △16,387

投資その他の資産合計 598,856 600,075

固定資産合計 3,972,067 3,944,059

資産合計 14,570,969 15,177,575

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,709,590 2,254,429

短期借入金 1,740,878 1,333,229

1年内償還予定の社債 692,800 626,000

未払法人税等 117,991 53,339

製品保証引当金 136,773 132,092

役員賞与引当金 32,902 －

その他 954,375 1,256,056

流動負債合計 5,385,311 5,655,147

固定負債   

社債 640,000 610,000

長期借入金 1,841,093 1,775,150

退職給付引当金 463,860 530,952

役員退職慰労引当金 245,728 186,246

負ののれん 3,741 2,137

その他 158,975 201,106

固定負債合計 3,353,399 3,305,593

負債合計 8,738,711 8,960,740
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 977,142 977,142

資本剰余金 1,069,391 1,069,391

利益剰余金 3,678,912 3,772,186

自己株式 △42,455 △42,570

株主資本合計 5,682,991 5,776,149

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,598 77,956

為替換算調整勘定 △10,749 227,800

その他の包括利益累計額合計 41,848 305,756

少数株主持分 107,417 134,928

純資産合計 5,832,257 6,216,835

負債純資産合計 14,570,969 15,177,575
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 11,060,763 10,879,678

売上原価 7,744,588 7,563,538

売上総利益 3,316,174 3,316,139

販売費及び一般管理費 2,636,373 3,058,596

営業利益 679,801 257,543

営業外収益   

受取利息 8,787 4,851

受取配当金 9,106 6,306

負ののれん償却額 1,603 1,603

保険解約返戻金 2,232 26,988

その他 18,921 25,240

営業外収益合計 40,650 64,990

営業外費用   

支払利息 69,072 61,504

その他 20,827 38,414

営業外費用合計 89,900 99,919

経常利益 630,551 222,615

特別利益   

固定資産売却益 1,699 103,662

投資有価証券売却益 2,102 －

特別利益合計 3,802 103,662

特別損失   

固定資産除売却損 17,897 888

投資有価証券評価損 5,426 －

為替換算調整勘定取崩額 95,539 －

特別損失合計 118,863 888

税金等調整前四半期純利益 515,491 325,389

法人税、住民税及び事業税 268,807 181,368

法人税等調整額 12,917 △18,853

法人税等合計 281,725 162,514

少数株主損益調整前四半期純利益 233,765 162,874

少数株主利益 59,159 16,464

四半期純利益 174,605 146,410

少数株主利益 59,159 16,464

少数株主損益調整前四半期純利益 233,765 162,874

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △808 25,358

為替換算調整勘定 133,981 249,596

その他の包括利益合計 133,173 274,954

四半期包括利益 366,938 437,828

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 306,409 410,318

少数株主に係る四半期包括利益 60,529 27,510
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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）四半期連結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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