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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日）

※当社は、平成25年3月期第1四半期から連結財務諸表非作成会社になったため、平成25年3月期第3四半期の対前年同四半期増減率については記載してお
りません。

(2) 財政状態

(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 5,792 △2.5 221 △41.9 192 △51.3 106 △48.2
25年3月期第3四半期 5,943 ― 381 ― 394 ― 205 ―

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 8.89 ―
25年3月期第3四半期 17.06 ―

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 11,335 8,741 77.1 732.26
25年3月期 11,099 8,561 77.1 717.15
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 8,741百万円 25年3月期 8,561百万円

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 ― 7.50 ― 4.50 12.00
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 8,300 7.8 320 △24.3 300 △32.3 180 △27.1 15.08



(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

(3) 発行済株式数（普通株式）

※ 注記事項

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 12,135,695 株 25年3月期 12,135,695 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 198,367 株 25年3月期 198,179 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 11,937,377 株 25年3月期3Q 12,007,427 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、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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当第３四半期累計期間における我が国経済は、政府の金融・財政政策、いわゆる「アベノミクス」効

果により円安・株高が進行し、輸出関連企業を中心に企業収益の改善、個人消費意欲の回復等デフレ脱

却の兆しも窺われますが、現時点で景気状況について企業の業種間によりかなりのばらつきがみられ、

本格的な景気回復に至るには不確実な状況にあります。

このような経済状況のもとで、当社は好況業種への積極的な営業攻勢を図るとともに、高騰する原燃

料費の削減にも注力しましたが、主要先である電子部品業界をはじめ全般的に需要が低調に推移しまし

たため、売上高は主力のセラミックス事業においては前年同期比2.3％減収の4,119,858千円となりまし

た。一方のエンジニアリング事業も前年同期比3.2％減収の1,671,651千円で、この結果、当第３四半期

累計期間の売上高は前年同期比2.5％減収の5,791,509千円となりました。

利益面におきましても、上記コスト要因をカバー出来ず、営業利益は前年同期比41.9％減益の

221,379千円、経常利益は前年同期比51.3％減益の192,009千円、四半期純利益は前年同期比48.2％減益

の106,133千円となりました。

資産は固定資産で機械設備等の減価償却の進行により前年度末比2.0％減少しましたが、流動資産で

売掛債権の増加により前年度末比5.9％増加しましたため、前年度末比2.1％増の11,334,562千円となり

ました。

負債につきましては、流動負債および固定負債ともに前年度末比わずかに増加し、2.2％増の

2,593,390千円となりました。

純資産は株価上昇に伴い、その他有価証券評価差額金が大きく増加しましたため、前年度末比2.1％

増の8,741,172千円となりました。

業績予想につきましては、現時点において平成25年9月20日付「業績予想の修正及び配当予想の修正

に関するお知らせ」にて公表いたしました内容から変更はありません。

（注）本資料に記載している業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確

実な要素を含んでおります。実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

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

（３）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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,178,219 1,218,592

受取手形及び売掛金 2,484,338 2,764,110

有価証券 30,601 30,614

商品及び製品 580,899 654,354

仕掛品 1,019,996 1,085,200

原材料及び貯蔵品 270,443 278,747

その他 184,768 53,424

貸倒引当金 △5,200 △500

流動資産合計 5,744,067 6,084,544

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,720,940 1,636,881

機械及び装置（純額） 1,492,310 1,279,493

その他（純額） 716,393 710,925

有形固定資産合計 3,929,645 3,627,301

無形固定資産 24,620 27,494

投資その他の資産 1,400,572 1,595,222

固定資産合計 5,354,838 5,250,018

資産合計 11,098,906 11,334,562

負債の部

流動負債

買掛金 974,316 1,094,813

短期借入金 500,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 250,808 263,312

未払金 219,684 218,176

未払法人税等 － 4,454

賞与引当金 168,000 87,550

役員賞与引当金 15,255 11,441

その他 13,190 91,582

流動負債合計 2,141,254 2,171,329

固定負債

長期借入金 171,488 133,376

退職給付引当金 16,074 11,321

役員退職慰労引当金 102,505 112,480

資産除去債務 37,405 37,882

その他 69,164 127,000

固定負債合計 396,637 422,061

負債合計 2,537,891 2,593,390
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,320,740 1,320,740

資本剰余金 1,225,438 1,225,438

利益剰余金 6,084,151 6,076,879

自己株式 △86,211 △86,295

株主資本合計 8,544,118 8,536,762

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,896 204,409

評価・換算差額等合計 16,896 204,409

純資産合計 8,561,014 8,741,172

負債純資産合計 11,098,906 11,334,562
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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４月１日
至 平成24年12月31日)

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

売上高 5,943,052 5,791,509

売上原価 4,679,455 4,680,452

売上総利益 1,263,597 1,111,056

販売費及び一般管理費 882,456 889,677

営業利益 381,140 221,379

営業外収益

受取利息 2,277 1,647

受取配当金 19,314 18,128

その他 9,147 10,441

営業外収益合計 30,739 30,217

営業外費用

支払利息 9,723 8,541

100周年記念行事費用 － 47,750

その他 7,816 3,295

営業外費用合計 17,540 59,587

経常利益 394,339 192,009

特別損失

設備移転費用 33,215 －

固定資産廃棄損 20,537 626

投資有価証券評価損 4,092 －

特別損失合計 57,844 626

税引前四半期純利益 336,494 191,383

法人税、住民税及び事業税 78,000 57,000

法人税等調整額 53,620 28,249

法人税等合計 131,620 85,249

四半期純利益 204,873 106,133
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

前第３四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

（３）四半期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）

(単位：千円)

報告セグメント
合計

セラミックス事業
エンジニアリング

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 4,215,304 1,727,748 5,943,052 5,943,052

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 4,215,304 1,727,748 5,943,052 5,943,052

セグメント利益 340,957 40,183 381,140 381,140

(単位：千円)

報告セグメント
合計

セラミックス事業
エンジニアリング

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 4,119,858 1,671,651 5,791,509 5,791,509

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 4,119,858 1,671,651 5,791,509 5,791,509

セグメント利益 185,052 36,327 221,379 221,379
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