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当第３四半期連結累計期間における日本経済は、現政権下における経済政策及び金融政策による円

安・株高への進行を背景に景気はゆるやかな回復傾向にあるものの、４月からの消費税増税による消

費マインドの低下や欧州・アジア経済の景気減速等への懸念により、依然として先行きの不透明感は

拭えない状況で推移しております。 

  このような状況のもと、当社グループとしましては、今後の如何なる環境変化にも対応して、持続

的発展を遂げられるよう、全力を使って付加価値を創出し、社会に貢献するとの事業運営の基本方針

を掲げ、全社一丸となって実践に当たってまいりました。 

  これらの結果、当第３四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は69億20百万円

（前年同四半期比108.0％）、営業損失は44百万円（前年同四半期は営業損失64百万円）、経常利益

は47百万円（前年同四半期比345.5％）となりました。  

  なお、四半期純損失につきましては、16百万円（前年同四半期は四半期純損失４百万円）となりま

した。  

  
セグメントの業績は次のとおりであります。 

環境・エネルギー資材  

環境資材については、耐熱フィルターを中心に環境資材関連の受注が引き続き好調に推移しまし

た。また、エネルギー資材については市況の回復等により販売は堅調に推移しました。その結果、環

境・エネルギー資材事業では、売上高は14億37百万円（前年同四半期比122.1％）、セグメント利益

は２億16百万円（前年同四半期比124.7％）となりました。 

  
工業資材  

工業資材については、OA機器用、各種産業用資材ともに市況は安定傾向にあり、販売は堅調に推移

しました。その結果、工業資材事業では、売上高は23億98百万円（前年同四半期比107.7％）、セグ

メント利益は４億55百万円（前年同四半期比126.4％）となりました。 

  
建装・自動車資材  

建装資材については、展示会等の各種カーペットの受注を中心に堅調に推移しました。また、自動

車資材についても、受注は安定しており販売は堅調に推移しました。その結果、建装・自動車資材事

業では、売上高は26億１百万円（前年同四半期比102.1％）、セグメント利益は３億76百万円（前年

同四半期比150.0％）となりました。 

  
その他  

その他事業については、電気資材、衣料資材、帽子帽材等ともに、販売ルートの強化及び新規市場

の開拓に積極的に取組みました。その結果、その他事業では、売上高は４億83百万円（前年同四半期

比105.8％）、セグメント利益は79百万円（前年同四半期比118.3％）となりました。 

  

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
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     資産・負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間における財政状態につきましては、総資産が132億64百万円と前連結会計

年度末に比べて５億41百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が７億21百万円、受取手

形及び売掛金が３億86百万円それぞれ増加し、投資その他の資産が５億12百万円減少したことによるも

のであります。  

 負債の部は、41億93百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億38百万円増加となりました。これ

は主に、長期借入金が５億47百万円増加したことによるものであります。  

  純資産の部は、90億71百万円となり、前連結会計年度末に比べて２百万円増加となりました。これは

主に、為替換算調整勘定が36百万円、その他有価証券評価差額金が20百万円それぞれ増加し、利益剰余

金が53百万円減少したことによるものであります。 

  

業績予想につきましては、平成25年５月17日に発表しました通り変更はありません。  

なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が

含まれております。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の予想とは異なることがありま

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  
 

（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

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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１【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 1,815,710 2,536,828 

受取手形及び売掛金 2,806,287 3,193,250 

有価証券 26,068 － 

商品及び製品 1,040,330 1,034,717 

仕掛品 278,682 302,676 

原材料及び貯蔵品 385,861 416,218 

繰延税金資産 113,567 76,210 

その他 70,414 48,277 

貸倒引当金 △1,001 △1,452 

流動資産合計 6,535,922 7,606,726 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,918,048 3,090,405 

減価償却累計額 △1,497,617 △1,546,574 

建物及び構築物（純額） 1,420,430 1,543,831 

機械装置及び運搬具 5,958,444 5,948,925 

減価償却累計額 △5,146,791 △5,226,560 

機械装置及び運搬具（純額） 811,652 722,365 

土地 1,140,005 1,503,892 

建設仮勘定 512,935 130,443 

その他 318,298 302,507 

減価償却累計額 △252,814 △250,098 

その他（純額） 65,484 52,408 

有形固定資産合計 3,950,509 3,952,941 

無形固定資産   

のれん 105,756 85,927 

ソフトウエア 130,566 128,298 

その他 10,779 12,968 

無形固定資産合計 247,102 227,194 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,033,991 1,008,291 

繰延税金資産 208,396 219,219 

その他 779,347 282,427 

貸倒引当金 △31,634 △31,848 

投資その他の資産合計 1,990,101 1,478,090 

固定資産合計 6,187,713 5,658,226 

資産合計 12,723,635 13,264,953 
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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 1,423,252 1,487,136 

短期借入金 350,000 350,000 

1年内償還予定の社債 300,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 109,632 189,392 

未払法人税等 33,732 31,920 

未払費用 102,279 110,891 

賞与引当金 121,748 74,552 

その他 209,782 312,092 

流動負債合計 2,650,427 2,555,985 

固定負債   

社債 50,000 150,000 

長期借入金 230,716 777,972 

退職給付引当金 593,155 580,433 

その他 130,479 128,831 

固定負債合計 1,004,351 1,637,237 

負債合計 3,654,778 4,193,222 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,716,300 1,716,300 

資本剰余金 1,599,813 1,599,813 

利益剰余金 5,875,362 5,821,420 

自己株式 △221,889 △222,075 

株主資本合計 8,969,585 8,915,458 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 112,182 133,009 

為替換算調整勘定 △12,910 23,263 

その他の包括利益累計額合計 99,271 156,272 

純資産合計 9,068,856 9,071,730 

負債純資産合計 12,723,635 13,264,953 
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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 6,409,078 6,920,902 

売上原価 5,260,826 5,629,187 

売上総利益 1,148,251 1,291,714 

販売費及び一般管理費 1,212,734 1,336,325 

営業損失（△） △64,483 △44,610 

営業外収益   

受取利息 7,220 6,291 

受取配当金 7,113 8,092 

不動産賃貸料 60,759 58,627 

為替差益 2,439 39,786 

その他 24,824 14,469 

営業外収益合計 102,358 127,267 

営業外費用   

支払利息 11,680 13,379 

売上割引 4,320 5,950 

不動産賃貸原価 5,560 5,551 

シンジケートローン手数料 － 7,720 

その他 2,619 2,737 

営業外費用合計 24,180 35,338 

経常利益 13,694 47,318 

特別利益   

固定資産売却益 － 1,136 

抱合せ株式消滅差益 10,842 － 

特別利益合計 10,842 1,136 

特別損失   

固定資産除却損 196 2,737 

特別損失合計 196 2,737 

税金等調整前四半期純利益 24,339 45,716 

法人税、住民税及び事業税 36,370 45,536 

法人税等調整額 △7,496 16,838 

法人税等合計 28,873 62,374 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,533 △16,658 

少数株主利益 － － 

四半期純損失（△） △4,533 △16,658 
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△4,533 △16,658 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,889 20,827 

為替換算調整勘定 △162 36,174 

その他の包括利益合計 △6,052 57,001 

四半期包括利益 △10,586 40,342 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △10,586 40,342 

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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