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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 11,198 16.8 950 111.4 993 105.4 587 112.9
25年3月期第3四半期 9,587 0.1 449 21.0 483 23.8 276 134.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 866百万円 （167.1％） 25年3月期第3四半期 324百万円 （142.0％）

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 38.81 ―
25年3月期第3四半期 18.23 ―

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 26,737 16,566 62.0
25年3月期 27,087 15,855 58.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 16,566百万円 25年3月期 15,855百万円

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 ― 3.75 ― 5.25 9.00
26年3月期 ― 5.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 10.00

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 16,800 5.0 1,280 17.3 1,320 14.0 780 18.6 51.48



(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
四半期財務諸表の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、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、四半期
決算短信（添付資料）3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。 

※ 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 15,160,000 株 25年3月期 15,160,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 9,739 株 25年3月期 9,472 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 15,150,415 株 25年3月期3Q 15,152,496 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、円安基調の中で輸出企業を中心に業績が改善し、

緩やかながら景気回復の動きが見られました。しかしながら消費増税による国内経済への影響や世界経

済の下振れリスクなどの懸念材料を抱えており、先行き不透明な状況にあります。  

この様な情勢の中で、2013年度から2015年度までの中期経営計画「ＳＡＰ１５(Seibu Action Plan

for 2015) 」を策定し、当社グループは「商品力の向上」ならびに「販売力の強化」によって、安定成

長を実現すべく、全社を挙げて努力してまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高は132億8千3百万円（前年同期比5.1%増）と微増となり

ました。売上高は輸出の増加と大口物件の納入により111億9千8百万円（前年同期比16.8%増）となりま

した。また、損益においては、経常利益は9億9千3百万円（前年同期比105.4%増）、四半期純利益は5億

8千7百万円（前年同期比112.9%増）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

搬送機械事業 

搬送機械事業では、既存顧客からのリピート受注、小型自動倉庫や製造業の生産・物流分野などに、

ピッキングシステムや新商品を使ったソリューションを提案するとともにサービス・メンテナンスにも

注力し、拡販を図ってまいりました。しかしながら、受注高は大手機械メーカからの大口物件の成約が

前期にあったこともあり、48億4千2百万円（前年同期比18.3%減）、売上高は前期受注の大口物件が納

期をむかえたこともあり、46億9千6百万円（前年同期比7.7%増）となりました。 

  
産業機械事業 

産業機械事業の産機部門では、民間需要の掘り起こしやゲート分野を中心とした既存市場におけるシ

ェアアップ、サービス・メンテナンスに注力してまいりました。また、精密機械部門では、既存顧客の

更新需要や海外の新規商社の開拓に注力してまいりました。その結果、ゲート市場への拡販や円安によ

る輸出の増加もあり、受注高は81億6千万円（前年同期比27.0%増）、売上高は62億1千4百万円（前年同

期比25.6%増）となりました。 

  
その他の事業 

その他の事業では、受注高は2億7千9百万円（前年同期比1.2%減）、機械部品の販売の増加などによ

り、売上高は2億8千7百万円（前年同期比3.3%増）となりました。 

  

（資産） 

当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末より3億5千万円減少し、267億3千7百万円となりま

した。その主な要因といたしましては、現金及び預金が売掛金の回収などによって5億5千5百万円、第

４四半期の売上の増加に伴い、仕掛品が4億1千6百万円、原材料及び貯蔵品が4億8千9百万円増加しまし

たものの、受取手形及び売掛金が19億6千8百万円減少したことなどによるものであります。 

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
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（負債） 

負債の部では、前連結会計年度末より10億6千1百万円減少し、101億7千万円となりました。その主な

要因といたしましては、支払方法に電子手形を導入したことなどにより電子記録債務が12億4千4百万円

増加し、支払手形及び買掛金が14億5千6百万円減少しました。また、法人税等の支払により未払法人税

等が2億8千6百万円、流動負債のその他が未払費用の減少などによって5億6千6百万円減少したことなど

によるものであります。 

（純資産） 

純資産の部は、前連結会計年度末より7億1千1百万円増加し、165億6千6百万円となりました。その主

な要因といたしましては、利益剰余金が4億3千2百万円、その他有価証券評価差額金が2億7千8百万円増

加したことなどによるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成25年10月10日発表の数値から変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

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。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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 5,498,335 6,053,788

受取手形及び売掛金 7,623,877 5,655,034

仕掛品 649,475 1,065,884

原材料及び貯蔵品 862,692 1,352,460

繰延税金資産 258,144 103,054

その他 71,675 66,792

貸倒引当金 △14,460 △12,143

流動資産合計 14,949,741 14,284,871

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,490,155 3,367,175

土地 5,006,687 5,006,687

その他（純額） 491,700 551,336

有形固定資産合計 8,988,542 8,925,198

無形固定資産 16,374 13,966

投資その他の資産   

投資有価証券 2,292,569 2,727,959

その他 878,744 823,596

貸倒引当金 △38,045 △37,745

投資その他の資産合計 3,133,268 3,513,811

固定資産合計 12,138,186 12,452,976

資産合計 27,087,928 26,737,847
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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 5,228,868 3,771,939

電子記録債務 － 1,244,662

短期借入金 620,250 620,250

未払法人税等 488,685 201,929

その他 1,472,915 905,960

流動負債合計 7,810,719 6,744,742

固定負債   

長期借入金 336,000 336,000

再評価に係る繰延税金負債 1,716,500 1,716,500

退職給付引当金 1,116,142 1,086,899

役員退職慰労引当金 196,505 213,846

その他 56,367 72,938

固定負債合計 3,421,515 3,426,184

負債合計 11,232,234 10,170,927

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,658,400 2,658,400

資本剰余金 2,616,594 2,616,594

利益剰余金 6,699,373 7,132,005

自己株式 △4,079 △4,232

株主資本合計 11,970,288 12,402,767

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 761,107 1,039,856

土地再評価差額金 3,124,296 3,124,296

その他の包括利益累計額合計 3,885,404 4,164,152

純資産合計 15,855,693 16,566,920

負債純資産合計 27,087,928 26,737,847
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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 9,587,541 11,198,864

売上原価 7,074,049 8,040,268

売上総利益 2,513,492 3,158,596

販売費及び一般管理費 2,063,863 2,208,146

営業利益 449,628 950,450

営業外収益   

受取利息 1,155 1,070

受取配当金 29,741 35,606

その他 16,874 18,566

営業外収益合計 47,771 55,242

営業外費用   

支払利息 9,704 9,482

コミットメントフィー 3,136 3,136

その他 1,122 －

営業外費用合計 13,963 12,618

経常利益 483,437 993,074

特別利益   

固定資産売却益 1,961 49

受取保険金 6,058 12,852

特別利益合計 8,019 12,902

特別損失   

固定資産除却損 17,517 4

投資有価証券評価損 3,725 －

工場移転費用 28,353 －

事故関連損失 － 7,758

災害による損失 3,382 3,661

その他 600 434

特別損失合計 53,578 11,858

税金等調整前四半期純利益 437,877 994,118

法人税、住民税及び事業税 47,896 287,063

法人税等還付税額 － △35,123

法人税等調整額 113,828 154,255

法人税等合計 161,725 406,195

少数株主損益調整前四半期純利益 276,152 587,923

四半期純利益 276,152 587,923
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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 276,152 587,923

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 48,340 278,748

その他の包括利益合計 48,340 278,748

四半期包括利益 324,492 866,671

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 324,492 866,671

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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