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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 28,132 7.2 441 0.2 378 △8.2 229 △5.9
25年3月期第3四半期 26,252 △0.4 440 △21.7 412 △20.1 244 △14.0

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 316百万円 （25.1％） 25年3月期第3四半期 252百万円 （7.8％）

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 25.33 ―
25年3月期第3四半期 26.92 ―

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 16,229 6,244 37.2
25年3月期 14,709 6,003 39.4
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 6,030百万円 25年3月期 5,790百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
26年3月期 ― 4.00 ―
26年3月期（予想） 4.00 8.00

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 40,000 15.4 730 25.3 670 22.1 400 29.9 44.11



(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 ： 有 
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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
際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的
情報（２）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 10,000,000 株 25年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 932,967 株 25年3月期 932,419 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 9,067,105 株 25年3月期3Q 9,068,331 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のわが国経済は、企業業績の改善や個人消費の持ち直しの動きが見られ、景気回復の

足どりは確かなものになりつつあります。しかし、消費税率引き上げの影響や新興国をはじめとした海外景気の下

振れ懸念のリスクは潜在しており、依然として景気の先行き不透明な状況が続いております。 

 当グループにおきましては、このような状況のもと、積極的な営業活動や販売効率の改善、海外事業戦略の強化

に取り組みましたことにより、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高につきましては前第３四半期連結

累計期間に比べ増収となりました。利益面におきましては、新規連結子会社の営業費用の増加等もあり、経常利益

の段階では減益となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前第３四半期連結累計期間に比べ ％増の 百万円と

なり、営業利益は ％増の 百万円、経常利益は ％減の 百万円、四半期純利益は ％減の 百万円とな

りました。 

   

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の見通しにつきましては、わが国経済は、雇用情勢の改善や企業業績の回復等緩やかな回復基調にあります

が、一方では景気を下押しする懸念材料は完全には払拭されておらず、経営環境は予断を許さない状況が続くもの

と思われます。 

 このような状況のもとではありますが、当グループは既存の商権をしっかり守りながらも、変化をビジネスチャ

ンスと捉え、スピード感を持って海外新規事業の完遂と新市場・新商品の開発に全力を挙げ、売上の達成に努めま

す。利益面につきましても、成長分野・成長市場での取扱いを増やすとともに、経営の効率化を推進して利益の確

保に努める所存です。 

 よって平成25年５月８日の決算短信で発表の連結業績予想に変更はございません。 

   

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

7.2 28,132

0.2 441 8.2 378 5.9 229

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 3,913,787 3,103,956

受取手形及び売掛金 8,593,004 9,734,401

商品 1,126,844 1,585,501

仕掛品 － 5,766

原材料 － 18,591

その他 140,334 211,228

貸倒引当金 △5,200 △3,390

流動資産合計 13,768,770 14,656,054

固定資産   

有形固定資産 456,653 1,069,000

無形固定資産 24,455 33,948

投資その他の資産   

その他 494,415 501,677

貸倒引当金 △34,568 △30,960

投資その他の資産合計 459,846 470,716

固定資産合計 940,956 1,573,665

資産合計 14,709,726 16,229,720

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,904,609 8,086,062

短期借入金 651,083 830,765

未払法人税等 106,832 64,131

引当金 61,785 47,112

その他 138,407 149,018

流動負債合計 7,862,717 9,177,089

固定負債   

長期借入金 705,375 654,575

引当金 69,155 65,161

その他 69,314 88,618

固定負債合計 843,844 808,355

負債合計 8,706,562 9,985,445

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,471 697,471

利益剰余金 4,431,190 4,586,047

自己株式 △188,815 △188,971

株主資本合計 5,759,847 5,914,547

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 75,173 87,243

繰延ヘッジ損益 18,365 △1,334

為替換算調整勘定 △62,832 29,922

その他の包括利益累計額合計 30,707 115,831

少数株主持分 212,609 213,895

純資産合計 6,003,164 6,244,274

負債純資産合計 14,709,726 16,229,720



（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 26,252,897 28,132,696

売上原価 24,694,907 26,473,941

売上総利益 1,557,990 1,658,754

販売費及び一般管理費 1,117,282 1,217,225

営業利益 440,707 441,528

営業外収益   

受取利息 803 776

受取配当金 8,510 8,659

その他 9,502 8,245

営業外収益合計 18,817 17,682

営業外費用   

支払利息 3,413 9,139

支払保証料 27,549 29,871

売上割引 12,077 15,546

為替差損 － 22,292

その他 4,473 3,979

営業外費用合計 47,514 80,830

経常利益 412,010 378,380

税金等調整前四半期純利益 412,010 378,380

法人税等 167,926 174,559

少数株主損益調整前四半期純利益 244,084 203,821

少数株主損失（△） － △25,866

四半期純利益 244,084 229,687



（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 244,084 203,821

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,907 12,070

繰延ヘッジ損益 5,202 △19,700

為替換算調整勘定 1,438 119,906

その他の包括利益合計 8,548 112,275

四半期包括利益 252,632 316,097

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 252,632 314,811

少数株主に係る四半期包括利益 － 1,285



（継続企業の前提に関する注記）  

 該当事項はありません。 

  

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）  

 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
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