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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 7,396 △14.1 284 △61.9 324 △54.4 136 △71.9
23年3月期第3四半期 8,607 3.5 747 13.0 711 △6.1 485 6.3

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △540百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △514百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 11.00 ―
23年3月期第3四半期 38.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 29,270 26,372 90.1
23年3月期 30,017 27,105 90.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  26,372百万円 23年3月期  27,105百万円

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  
期末配当については未定であります。 

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

23年3月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00
24年3月期 ― 7.00 ―
24年3月期（予想） ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 10,200 △10.4 420 △48.4 440 △51.4 180 △49.8 14.51



(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 
業績予測等は、現時点で入手可能な情報および合理的と判断した前提に基づいて作成しておりますが、将来の予測であり、リスクや不確定要素を含んでおりま
す。したがいまして、実際の業績は業況の変化など、経済情勢の変動等に関わるリスクや不確定性により予想と大きくかけ離れた結果となる可能性があります。 

4.  その他

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
② ①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） 24年3月期3Q 13,079,525 株 23年3月期 13,079,525 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 674,200 株 23年3月期 674,029 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 12,405,398 株 23年3月期3Q 12,540,231 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 (1）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災発生により寸断されたサプライチェーン

の復旧に伴い、夏場にかけて景気持ち直しの動きが見られましたが、欧州債務問題の再燃やタイにおける洪

水の影響、長期化する円高等から年末にかけて回復ペースが鈍化しました。 

 一方、世界経済は、中国・インドを中心とする新興国で内需による景気拡大が続いたものの、欧州での財

政・金融危機や米国における雇用・住宅投資の回復の遅れなどから、全体としては景気減速の動きが見られ

ました。こうした内外の経済情勢から、企業経営にとっては先行き不透明な環境が続きました。 

 このような状況の下、引続き原価低減や経費節減に努めてまいりましたが、当社グループの主力市場であ

る電機・情報・通信機器業界をはじめ、市場開拓に注力を続けている自動車業界が東日本大震災やタイ大洪

水の影響で生産調整を余儀なくされたことや、円高の進行によって輸出環境が悪化し、また、現地製品との

価格競争も激化したことなどから、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は73億９千６

百万円（前年同期比14.1%減）、営業利益は２億８千４百万円（前年同期比61.9％減）、経常利益は３億２千４

百万円（前年同期比54.4％減）、四半期純利益は１億３千６百万円（前年同期比71.9％減）となりました。 
 

 (2）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年11月９日に発表した通期の連結業績予想に変更はありません。なお、当社グループを取り巻く国

内外の景気や為替相場、および顧客企業の動向等により、連結業績予想の修正が必要となった場合には適時、

適正に開示します。 

 

２．その他の情報 

 四半期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もり、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。 
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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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,222,203 9,108,411

受取手形及び売掛金 3,065,857 2,805,815

有価証券 4,516,206 4,097,583

商品及び製品 425,311 407,393

仕掛品 94,278 103,843

原材料及び貯蔵品 100,146 106,921

その他 320,855 409,546

貸倒引当金 △3,904 △3,506

流動資産合計 18,740,955 17,036,008

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,755,132 3,750,483

その他   

その他（純額） 2,970,969 3,191,411

有形固定資産合計 6,726,102 6,941,894

無形固定資産   

その他 484,323 473,228

無形固定資産合計 484,323 473,228

投資その他の資産   

投資有価証券 1,560,664 2,404,119

その他 2,522,862 2,432,764

貸倒引当金 △17,507 △18,014

投資その他の資産合計 4,066,019 4,818,868

固定資産合計 11,276,445 12,233,992

資産合計 30,017,401 29,270,001

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,504,814 1,347,904

未払法人税等 94,045 125,456

賞与引当金 230,975 111,900

その他 295,582 544,664

流動負債合計 2,125,418 2,129,925

固定負債   

退職給付引当金 454,346 420,167

役員退職慰労引当金 329,300 330,800

その他 2,385 16,182

固定負債合計 786,032 767,149

負債合計 2,911,450 2,897,075
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,770,000 2,770,000

資本剰余金 3,915,130 3,915,130

利益剰余金 23,719,256 23,663,482

自己株式 △957,224 △957,389

株主資本合計 29,447,161 29,391,223

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 73,033 43,784

為替換算調整勘定 △2,414,244 △3,062,082

その他の包括利益累計額合計 △2,341,210 △3,018,298

純資産合計 27,105,950 26,372,925

負債純資産合計 30,017,401 29,270,001
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 8,607,263 7,396,619

売上原価 4,566,811 3,934,096

売上総利益 4,040,452 3,462,523

販売費及び一般管理費 3,293,357 3,177,846

営業利益 747,094 284,676

営業外収益   

受取利息 59,337 80,444

受取配当金 7,950 6,362

保険返戻金 34,050 －

その他 58,735 70,783

営業外収益合計 160,074 157,589

営業外費用   

支払利息 479 1,020

為替差損 185,579 107,451

売上割引 1,935 2,376

賃貸収入原価 4,100 4,690

その他 3,946 2,222

営業外費用合計 196,042 117,761

経常利益 711,126 324,505

特別利益   

固定資産売却益 2,955 1,372

投資有価証券売却益 350 7,931

貸倒引当金戻入額 173 －

特別利益合計 3,479 9,303

特別損失   

固定資産売却損 3,270 955

固定資産除却損 6,433 412

投資有価証券評価損 － 12,115

投資有価証券売却損 800 4,558

災害による損失 － 45,583

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,600 －

特別損失合計 12,104 63,626

税金等調整前四半期純利益 702,502 270,182

法人税等 217,446 133,671

少数株主損益調整前四半期純利益 485,055 136,510

四半期純利益 485,055 136,510
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 485,055 136,510

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △25,746 △29,249

為替換算調整勘定 △973,498 △647,837

その他の包括利益合計 △999,245 △677,087

四半期包括利益 △514,190 △540,576

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △514,190 △540,576

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 (3）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

 (4）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。 

 

以上 
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