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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） 

 

(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 ％

26年3月期第3四半期 5,023 1.7 646 △3.7 672 △2.8 383 △2.8
25年3月期第3四半期 4,939 12.3 672 9.5 692 7.2 394 16.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 374百万円 （△10.1％） 25年3月期第3四半期 416百万円 （22.8％）

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 65.69 ―
25年3月期第3四半期 67.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第3四半期 10,735 9,223 85.9 1,579.74
25年3月期 10,917 9,129 83.6 1,563.65
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 9,223百万円 25年3月期 9,129百万円

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

25年3月期 ― 18.00 ― 26.00 44.00
26年3月期 ― 22.00 ―
26年3月期（予想） 22.00 44.00

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）

（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 7,048 5.7 947 1.0 967 1.0 547 △2.4 93.68



(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 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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．（３）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。 

※ 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 ： 無
②①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3Q 5,840,000 株 25年3月期 5,840,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,278 株 25年3月期 1,278 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 5,838,722 株 25年3月期3Q 5,838,833 株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府主導の金融緩和政策や経済政策等により、雇

用や所得環境に改善の傾向がみられ、国内景気は緩やかな回復基調で推移しました。その一方で円安の

進行に伴う原材料の高騰による物価上昇の影響が懸念されるほか、海外では米国が景気回復基調にある

ものの、アジア経済の成長率は減速傾向にあり、また、政治情勢も不安定な側面もみられることから、

依然として先行きの動向を見極めることが難しい状況が続きました。  

このような状況のなか、当社グループ（当社及び当社の子会社）は、良好な関係を構築している海外

メーカーと付加価値の高い新商品の開発に注力し、積極的に市場へ投入することで新市場づくりを推進

するほか、各種講習会、展示会を通じた新たな清掃システムの提案を継続していくなかで、販売代理店

との関係強化等に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高5,023百万円（前年同四半期比1.7％増）、営

業利益646百万円（前年同四半期比3.7％減）、経常利益672百万円（前年同四半期比2.8％減）、四半期

純利益383百万円（前年同四半期比2.8％減）となりました。  

なお、当社グループは、環境クリーニング機器等以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられる

ため、セグメントの記載は省略しております。  

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べて182百万円減少し、

10,735百万円となりました。減少の主な要因は、有価証券が151百万円増加したものの、現金及び預金

が251百万円減少したこと等によるものです。  

負債合計は、前連結会計年度末に比べて276百万円減少し、1,511百万円となりました。減少の主な要

因は、未払法人税等が235百万円、賞与引当金が55百万円減少したこと等によるものです。  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて93百万円増加し、9,223百万円となりました。この結果、

自己資本比率は85.9％となりました。  

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予

想数値と異なる可能性があります。なお、平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年４

月30日公表の業績予想から変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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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該当事項はありません。  

  

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 2,208,950 1,957,634

受取手形及び売掛金 1,621,425 1,667,406

有価証券 1,361,316 1,512,680

商品 695,770 714,657

繰延税金資産 86,932 42,530

その他 75,454 42,929

貸倒引当金 △1,360 △640

流動資産合計 6,048,490 5,937,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,116,970 1,074,076

土地 3,270,925 3,270,925

その他（純額） 65,098 50,502

有形固定資産合計 4,452,993 4,395,504

無形固定資産   

その他 13,664 11,840

無形固定資産合計 13,664 11,840

投資その他の資産   

投資有価証券 78,200 78,200

長期性預金 100,000 100,000

繰延税金資産 156,655 147,615

その他 67,744 66,374

貸倒引当金 △450 △1,685

投資その他の資産合計 402,150 390,504

固定資産合計 4,868,807 4,797,850

資産合計 10,917,298 10,735,048
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 187,283 170,677

未払法人税等 285,616 50,213

賞与引当金 109,950 54,659

商品保証引当金 7,600 8,600

その他 332,916 359,401

流動負債合計 923,366 643,552

固定負債   

退職給付引当金 399,404 417,200

役員退職慰労引当金 179,015 168,950

再評価に係る繰延税金負債 205,147 205,147

その他 80,673 76,530

固定負債合計 864,241 867,828

負債合計 1,787,607 1,511,380

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681

資本剰余金 2,122,148 2,122,148

利益剰余金 7,379,461 7,482,721

自己株式 △1,131 △1,131

株主資本合計 11,298,159 11,401,419

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 26,277 16,994

土地再評価差額金 △2,194,746 △2,194,746

その他の包括利益累計額合計 △2,168,468 △2,177,751

純資産合計 9,129,690 9,223,667

負債純資産合計 10,917,298 10,735,048
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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 4,939,171 5,023,479

売上原価 2,479,631 2,548,162

売上総利益 2,459,540 2,475,316

販売費及び一般管理費 1,787,523 1,828,412

営業利益 672,017 646,904

営業外収益   

受取利息 1,158 2,187

受取配当金 704 521

為替差益 5,124 8,802

有形固定資産売却益 968 911

不動産賃貸料 10,264 12,320

その他 5,586 3,336

営業外収益合計 23,807 28,078

営業外費用   

売上割引 3,685 2,131

その他 112 －

営業外費用合計 3,798 2,131

経常利益 692,026 672,852

税金等調整前四半期純利益 692,026 672,852

法人税、住民税及び事業税 245,200 230,200

法人税等調整額 52,090 59,133

法人税等合計 297,290 289,333

少数株主損益調整前四半期純利益 394,735 383,518

少数株主利益 － －

四半期純利益 394,735 383,518
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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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 394,735 383,518

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 21,496 △9,282

その他の包括利益合計 21,496 △9,282

四半期包括利益 416,232 374,235

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 416,232 374,235

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。  

  

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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