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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 10,363 △4.1 168 △36.2 132 △36.2 115 △25.5
25年3月期第3四半期 10,807 2.1 263 ― 207 ― 154 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 235百万円 （149.1％） 25年3月期第3四半期 158百万円 （―％）

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 11.45 ―
25年3月期第3四半期 15.36 ―

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 6,013 1,954 32.5 194.48
25年3月期 6,340 1,720 27.1 171.18
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 1,954百万円 25年3月期 1,720百万円

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

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 14,000 △4.0 145 △49.4 85 △61.5 85 △43.3 8.45



(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きの対象外でありますが、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きは終了しております。

※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、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「連結業績予想に関する定性的情報」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 10,171,797 株 25年3月期 10,171,797 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 121,051 株 25年3月期 120,067 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 10,051,049 株 25年3月期3Q 10,051,730 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、政府の経済政策や日銀の金融緩和による円安・株高

が進行し、企業収益や雇用情勢に改善が見られるなど景気は緩やかな回復傾向にありますが一方で、欧

州、新興国など海外景気に対する不安感や４月からの消費税増税による消費低迷などの懸念材料があり、

依然として先行き不透明な状況にあります。

このような状況の中、当社グループにおきましては、収益性の向上を目指し高付加価値製品の受注拡大

に努めるとともに原価低減および経費削減に取り組んで参りました。

その結果、売上高は103億63百万円（前年同四半期108億７百万円）、営業利益は１億68百万円（前年同

四半期２億63百万円の利益）、経常利益は１億32百万円（前年同四半期２億７百万円の利益）、四半期純

利益は１億15百万円（前年同四半期１億54百万円の利益）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。

(合成樹脂成形関連事業)

国内におきましては、当社グループの主力である、ＯＡ機器部品や住設機器の受注が低迷で厳しい状況

が続きましたが、海外においてＯＡ機器部品の受注が好調に推移した事により、売上高は87億90百万円

（前年同四半期87億65百万円）、営業利益は１億88百万円（前年同四半期１億75百万円）と増収、増益と

なりました。

（物流機器関連事業）

競合他社との価格競争が続く中、新規顧客の開拓に努め、売上拡大、収益確保に注力してまいりました

が、円安による、コストアップにより前年同四半期に比べ減収、減益となりました。この結果、売上高は

15億73百万円（前年同四半期20億42百万円)、営業損失は20百万円（前年同四半期88百万円の利益)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)

資産合計は60億13百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億27百万円減少しました。これは主に現金

及び預金が１億61百万円減少、受取手形及び売掛金が79百万円増加、商品及び製品、仕掛品等のたな卸資

産が27百万円増加、土地が２億33百万円減少したことによるものです。

(負債)

負債合計は40億58百万円となり、前連結会計年度末と比べ５億61百万円減少しました。これは主に、支

払手形及び買掛金が24百万円増加、短期借入金が２億85百万円減少、流動負債のその他が１億14百万円減

少、長期借入金が１億59百万円減少したことによるものです。

(純資産)

純資産合計は19億54百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億33百万円増加しました。これは主に、

利益剰余金の増加１億13百万円、為替換算調整勘定の増加１億20百万円によるものです。

平成25年５月15日に公表しました連結予想から修正は行っておりません。

該当事項ありません。

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
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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 1,041,718 880,633

受取手形及び売掛金 2,363,502 2,443,483

商品及び製品 500,653 423,304

仕掛品 123,819 169,558

原材料及び貯蔵品 259,777 319,201

その他 204,495 145,123

貸倒引当金 △674 △764

流動資産合計 4,493,293 4,380,541

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 302,265 292,294

機械装置及び運搬具（純額） 339,723 357,752

土地 894,119 660,642

リース資産（純額） 34,792 29,960

建設仮勘定 2,420 －

その他（純額） 58,606 81,532

有形固定資産合計 1,631,928 1,422,181

無形固定資産

その他 25,917 20,730

無形固定資産合計 25,917 20,730

投資その他の資産

投資有価証券 67,093 64,880

その他 127,825 130,374

貸倒引当金 △5,557 △5,364

投資その他の資産合計 189,361 189,890

固定資産合計 1,847,207 1,632,803

資産合計 6,340,501 6,013,344

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,112,368 2,136,656

短期借入金 721,582 436,535

未払法人税等 22,161 20,682

賞与引当金 24,401 13,157

その他 430,078 315,395

流動負債合計 3,310,592 2,922,427

固定負債

長期借入金 1,103,535 944,046

退職給付引当金 146,789 141,011
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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)

その他 58,830 51,181

固定負債合計 1,309,155 1,136,238

負債合計 4,619,748 4,058,666

純資産の部

株主資本

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 785,172 785,172

利益剰余金 45,338 158,576

自己株式 △22,562 △22,653

株主資本合計 1,735,572 1,848,719

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,218 2,202

為替換算調整勘定 △17,039 103,756

その他の包括利益累計額合計 △14,820 105,958

純資産合計 1,720,752 1,954,678

負債純資産合計 6,340,501 6,013,344
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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 10,807,129 10,363,402

売上原価 9,463,305 9,079,440

売上総利益 1,343,823 1,283,961

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 291,724 306,237

給料及び賞与 337,789 342,273

退職給付費用 28,121 37,047

貸倒引当金繰入額 2,371 90

その他 420,093 430,126

販売費及び一般管理費合計 1,080,100 1,115,775

営業利益 263,723 168,186

営業外収益

受取利息 268 374

受取配当金 193 308

受取賃貸料 1,568 1,759

保険解約返戻金 5,193 －

その他 7,301 8,177

営業外収益合計 14,524 10,620

営業外費用

支払利息 43,894 30,440

為替差損 11,382 5,936

その他 15,092 9,904

営業外費用合計 70,369 46,281

経常利益 207,878 132,525

特別利益

固定資産売却益 － 29,749

ゴルフ会員権売却益 85 －

特別利益合計 85 29,749

特別損失

固定資産処分損 10,006 163

投資有価証券売却損 12,349 －

事業構造改善費用 1,022 1,064

その他 4,524 －

特別損失合計 27,902 1,227

税金等調整前四半期純利益 180,061 161,048

法人税等 25,591 45,912

少数株主損益調整前四半期純利益 154,470 115,135

四半期純利益 154,470 115,135
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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 154,470 115,135

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,858 △16

為替換算調整勘定 △76 120,795

その他の包括利益合計 3,782 120,779

四半期包括利益 158,252 235,914

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 158,252 235,914
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

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及び利益又は損失の金額に関する情報

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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及び利益又は損失の金額に関する情報

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

（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）

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形 

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,765,002 2,042,126 10,807,129 ─ 10,807,129

セグメント間の内部売上高
又は振替高

33,636 451 34,087 △ 34,087 ─

計 8,798,638 2,042,577 10,841,217 △ 34,087 10,807,129

セグメント利益 175,172 88,550 263,723 ― 263,723

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,790,278 1,573,123 10,363,402 ─ 10,363,402

セグメント間の内部売上高
又は振替高

42,039 273 42,313 △ 42,313 ─

計 8,832,317 1,573,396 10,405,715 △ 42,313 10,363,402

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

188,220 △ 20,034 168,186 ― 168,186
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