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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 4,479 1.6 59 ― 310 △15.1 152 △56.4
25年3月期第3四半期 4,409 2.2 △11 ― 365 △11.5 349 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 262百万円 （△40.3％） 25年3月期第3四半期 439百万円 （―％）

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 23.78 ―
25年3月期第3四半期 53.54 ―

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 10,988 8,821 80.3 1,382.15
25年3月期 10,871 8,757 80.6 1,358.63
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 8,821百万円 25年3月期 8,757百万円

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 ― 0.00 ― 23.00 23.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 20.00 20.00

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 6,200 4.8 200 ― 430 △29.6 270 △48.3 42.17



(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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施中です。

※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。
なお、上記予想に関する事項は、［添付資料］Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さ
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 6,967,473 株 25年3月期 6,967,473 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 585,003 株 25年3月期 521,643 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 6,408,806 株 25年3月期3Q 6,525,851 株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、年初来の回復基調が着実なものとなり、輸出関連に若干の

下振れがみられたものの、家計や企業のマインド改善を背景として内需を中心に景気拡大は引き続いております。

当社製品の主要供給先である民間設備および住宅関連産業におきましても、消費税率引き上げを控えての住宅着工

件数の増加や、企業収益の改善を受けた設備投資の持ち直しが引き続いております。今後、消費税増税後の景気反

動も見込まれますものの、所得や、雇用環境の持ち直しを通じて、景気回復のサイクルは維持されるものとみられ

ております。

一昨年のタイ洪水に被災した、当社グループ連結子会社ヨシタケ・ワークス・タイランド株式会社は、新工場へ

の移転を行い、新たな一貫生産体制を構築しております。また、当社グループにおいては、東南アジアをはじめと

する新興国を中心とした輸出の増加が売上高を押し上げるなど、経営環境は改善を続けております。今後につきま

しては、新興国をはじめとした海外経済の減速リスクや、消費税増税後の景気動向などに懸念材料はありますが、

生産体制の安定化を図るとともに効率性をさらに高め、収益基盤の確立に努めてまいります。 

このような状況のもと、当社グループは積極的な提案営業を継続して展開しました結果、連結売上高は44億79百

万円（前年同期比1.6％増）となりました。 

損益面では、生産の効率化、工数低減やコスト削減を強力に推し進めましたものの、海外関連会社の持分法によ

る投資利益が減少したこともあり、経常利益は３億10百万円（前年同期比15.1％減）となり、四半期純利益は１億

52百万円（前年同期比56.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は109億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億16百万円増加しま

した。主に配当金の支払や法人税等の納税などにより現金及び預金が７億円減少したものの、有形固定資産が５億

37百万円増加したことおよび売上の増加に伴い受取手形及び売掛金が２億10百万円増加したことなどによります。

負債は21億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ52百万円増加しました。主にカワキ計測工業株式会社にお

ける１年内返済予定の長期借入金が１億９百万円減少したものの、当第３四半期連結会計期間において短期借入金

３億円を計上したことなどによります。

純資産は88億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ64百万円増加しました。主に四半期純利益を１億52百万

円計上したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期連結累計期間の業績は、概ね計画通り推移しておりますので、平成25年10月28日付「業績予想およ

び配当予想の修正に関するお知らせ」にて開示いたしました予想値に変更はありません。

（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。

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



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 1,441,162 741,142

受取手形及び売掛金 1,702,254 1,912,744

有価証券 201,200 －

商品及び製品 706,170 798,271

仕掛品 517,233 528,246

原材料及び貯蔵品 776,694 748,433

その他 183,407 239,188

流動資産合計 5,528,123 4,968,026

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,591,396 3,132,440

減価償却累計額 △1,573,668 △1,638,846

建物及び構築物（純額） 1,017,727 1,493,593

機械装置及び運搬具 2,381,956 2,584,869

減価償却累計額 △1,512,869 △1,569,125

機械装置及び運搬具（純額） 869,086 1,015,744

土地 873,091 873,091

リース資産 80,864 80,864

減価償却累計額 △55,348 △65,602

リース資産（純額） 25,515 15,261

建設仮勘定 419,165 316,194

その他 758,132 807,315

減価償却累計額 △721,035 △741,835

その他（純額） 37,097 65,479

有形固定資産合計 3,241,683 3,779,364

無形固定資産

のれん 4,169 1,042

その他 24,286 30,910

無形固定資産合計 28,456 31,952

投資その他の資産

投資有価証券 1,709,094 1,818,485

その他 370,855 397,370

貸倒引当金 △6,898 △6,905

投資その他の資産合計 2,073,051 2,208,950

固定資産合計 5,343,191 6,020,268

資産合計 10,871,314 10,988,294



（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 692,762 630,589

短期借入金 － 300,000

1年内返済予定の長期借入金 137,560 28,560

未払法人税等 89,330 73,288

賞与引当金 157,308 80,137

その他 244,770 277,950

流動負債合計 1,321,731 1,390,526

固定負債

長期借入金 161,920 140,500

リース債務 12,533 1,700

退職給付引当金 324,604 328,340

役員退職慰労引当金 265,293 277,855

資産除去債務 27,711 27,841

固定負債合計 792,062 776,239

負債合計 2,113,794 2,166,765

純資産の部

株主資本

資本金 1,908,674 1,908,674

資本剰余金 2,657,905 2,657,905

利益剰余金 4,742,903 4,747,079

自己株式 △404,694 △454,686

株主資本合計 8,904,788 8,858,972

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 64,275 52,827

為替換算調整勘定 △211,544 △90,271

その他の包括利益累計額合計 △147,268 △37,443

純資産合計 8,757,519 8,821,529

負債純資産合計 10,871,314 10,988,294



（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 4,409,987 4,479,842

売上原価 2,856,526 2,872,907

売上総利益 1,553,461 1,606,934

販売費及び一般管理費 1,564,771 1,547,554

営業利益又は営業損失（△） △11,310 59,380

営業外収益

受取利息 32,308 40,844

受取配当金 2,653 2,518

持分法による投資利益 232,979 96,001

為替差益 94,616 108,408

その他 36,504 19,759

営業外収益合計 399,062 267,532

営業外費用

支払利息 2,295 2,374

売上割引 7,851 7,158

固定資産除売却損 5,715 2,010

その他 6,373 5,200

営業外費用合計 22,235 16,744

経常利益 365,516 310,168

特別利益

受取保険金 85,552 －

特別利益合計 85,552 －

税金等調整前四半期純利益 451,069 310,168

法人税、住民税及び事業税 76,772 132,226

法人税等調整額 24,895 25,512

法人税等合計 101,667 157,738

少数株主損益調整前四半期純利益 349,401 152,430

少数株主利益 － －

四半期純利益 349,401 152,430



（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 349,401 152,430

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 30,251 △11,448

繰延ヘッジ損益 △4,231 －

為替換算調整勘定 58,645 63,646

持分法適用会社に対する持分相当額 5,434 57,626

その他の包括利益合計 90,099 109,824

四半期包括利益 439,501 262,254

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 439,501 262,254

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。

当社は、平成25年６月27日開催の取締役会において、市場買付けの方法により自己株式を取得することを決議し、

普通株式63,300株を取得しました。この結果、当第３四半期連結累計期間において、自己株式が49,950千円増加して

おります。

Ⅰ 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）

１．報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

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および当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

（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）

（セグメント情報等）

日本
（千円）

東南アジア
（千円）

合計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 4,399,499 10,488 4,409,987

セグメント間の内部売上高
又は振替高

8,433 463,263 471,696

計 4,407,932 473,751 4,881,684

セグメント利益又は損失

（△）
116,198 △141,810 △25,612

利益
金額

（千円）

報告セグメント計 △25,612

のれんの償却額 △4,169

棚卸資産の調整額 18,471

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △11,310



Ⅱ 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）

１．報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

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および当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

日本
（千円）

東南アジア
（千円）

合計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 4,431,796 48,046 4,479,842

セグメント間の内部売上高
又は振替高

10,359 783,835 794,194

計 4,442,155 831,881 5,274,037

セグメント利益又は損失

（△）
214,631 △128,244 86,387

利益
金額

（千円）

報告セグメント計 86,387

のれんの償却額 △3,127

棚卸資産の調整額 △23,879

四半期連結損益計算書の営業利益 59,380
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