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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 2,593 1.1 147 △43.7 153 △27.2 86 △13.0
24年3月期第3四半期 2,565 △2.8 262 △0.4 211 148.8 99 74.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 115百万円 （16.7％） 24年3月期第3四半期 98百万円 （160.8％）

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

25年3月期第3四半期 3,382.02 ―
24年3月期第3四半期 3,887.91 ―

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

25年3月期第3四半期 4,817 3,800 78.9 148,611.61
24年3月期 5,122 3,748 73.2 146,597.08
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,800百万円 24年3月期  3,748百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 3,650 3.3 380 11.8 360 11.5 160 10.3 6,256.60



(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 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表監査手続は終了し
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 
本資料の記載されている業績見通し、予想等の将来に関する記述は、当社が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。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、決算短信【添付資料】Ｐ．２「経営成績に
関する分析 次期の見通し」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
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） 25年3月期3Q 27,200 株 24年3月期 27,200 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,627 株 24年3月期 1,627 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 25,573 株 24年3月期3Q 25,573 株
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（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、東日本大震災の復興需要等を背景として、景気が緩やかに持

ち直しているものの、欧州債務危機や長期化する円高などから依然として先行きは不透明な状況となっておりま

す。   

 当社の関連する業界におきましては、平成24年４月１日より福祉用具専門相談員に対し、利用者の心身の状況や

環境、福祉用具貸与の目標などを記載した「福祉用具サービス計画」の作成が義務付けられました。 

 このような事業環境の中、当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、東北地方及び北海道地方のお

取引先様へのサービス向上及びサポート体制構築のため、平成24年９月３日に仙台サービスセンターを開設し、受

注拡大に努めました。 

 中国子会社では、北京市や上海市で開催された福祉用具展示会に出展し、販売代理店の確保に努めました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、新規ＯＥＭ製品の受注が本格化したことによ

り、2,593百万円（前年同期比1.1％増）となりました。営業利益につきましては、一般管理費の増加に伴い147百

万円（前年同期比43.7％減）、経常利益は153百万円（前年同期比27.2％減）、四半期純利益につきましては、86

百万円（前年同期比13.0％減）となりました。 

 セグメントの業績は、日本では売上高2,580百万円（前年同期比0.7％増）、セグメント利益141百万円（前年同

期比52.0％減）、中国では売上高1,062百万円（前年同期比27.7％増）、セグメント利益31百万円（前年同期はセ

グメント損失33百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ304百万円減少し、4,817百万円

（前期末比6.0％減）となりました。 これは、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少によるものです。

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ356百万円減少し、1,016百万円（前期末比26.0％減）となりました。こ

れは、主に短期借入金及び未払法人税等の減少によるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ51百万円増加し、3,800百万円（前期末比1.4％増）となりました。こ

れは、主に利益剰余金及び為替換算調整勘定の増加によるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ5.7ポイント増加し、78.9％となりました。  

   ②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ289百万円減少し、1,002百万円（前年同期は1,313百万円）となりました。  

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果、使用した資金は73百万円（前年同期は402百万円の獲

得）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が153百万円、法人税等の支払額が237百万円あった

ことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は36百万円（前年同期は34百万円の使用）

となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が15百万円、無形固定資産の取得による支出が18百

万円あったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は187百万円（前年同期は180百万円の使

用）となりました。これは、主に配当金の支払額が63百万円、短期借入金の純減少額が108百万円あったことに

よるものであります。    

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の通期の連結業績予想につきましては、おおむね当初の予想通りに推移すると見込んでおり、平

成24年４月24日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 また、当期の配当につきましては、平成24年11月20日の「平成25年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」に

開示のとおり、期末配当を行わない予定です。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,532,350 1,244,409

受取手形及び売掛金 721,103 611,907

有価証券 10,179 10,184

商品及び製品 268,718 362,860

仕掛品 141,068 89,617

原材料及び貯蔵品 319,089 360,130

繰延税金資産 38,607 21,524

その他 100,583 132,100

貸倒引当金 △1,058 △900

流動資産合計 3,130,642 2,831,835

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 724,926 710,651

機械装置及び運搬具（純額） 125,535 113,411

土地 1,028,166 1,028,166

その他（純額） 19,338 18,736

有形固定資産合計 1,897,967 1,870,965

無形固定資産 27,009 42,166

投資その他の資産   

投資有価証券 17,018 18,734

繰延税金資産 16,694 17,450

その他 35,839 36,270

貸倒引当金 △2,842 －

投資その他の資産合計 66,709 72,456

固定資産合計 1,991,686 1,985,588

資産合計 5,122,329 4,817,423



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 149,964 156,489

短期借入金 695,000 587,000

リース債務 22,453 18,978

未払法人税等 157,476 11,410

賞与引当金 49,560 27,499

デリバティブ負債 82,317 9,416

その他 145,287 149,237

流動負債合計 1,302,060 960,032

固定負債   

リース債務 11,979 －

退職給付引当金 49,919 54,643

負ののれん 9,209 2,302

その他 233 －

固定負債合計 71,341 56,946

負債合計 1,373,402 1,016,978

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,484,550 1,484,550

資本剰余金 1,516,900 1,516,900

利益剰余金 928,568 951,124

自己株式 △136,696 △136,696

株主資本合計 3,793,321 3,815,877

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,855 3,613

為替換算調整勘定 △47,250 △19,046

その他の包括利益累計額合計 △44,394 △15,432

純資産合計 3,748,927 3,800,444

負債純資産合計 5,122,329 4,817,423



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 2,565,601 2,593,210

売上原価 1,356,414 1,419,600

売上総利益 1,209,186 1,173,610

販売費及び一般管理費 946,400 1,025,610

営業利益 262,786 147,999

営業外収益   

受取利息 263 305

受取配当金 290 312

受取家賃 3,095 3,465

デリバティブ評価益 25,298 72,901

負ののれん償却額 6,907 6,907

その他 16,761 8,907

営業外収益合計 52,615 92,799

営業外費用   

支払利息 8,130 4,767

為替差損 94,946 72,066

その他 942 10,181

営業外費用合計 104,019 87,014

経常利益 211,381 153,784

税金等調整前四半期純利益 211,381 153,784

法人税、住民税及び事業税 103,883 51,388

法人税等調整額 8,077 15,907

法人税等合計 111,961 67,295

少数株主損益調整前四半期純利益 99,420 86,488

少数株主損失（△） △4 －

四半期純利益 99,425 86,488



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 99,420 86,488

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △310 757

為替換算調整勘定 △143 28,203

その他の包括利益合計 △454 28,961

四半期包括利益 98,966 115,450

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 98,971 115,450

少数株主に係る四半期包括利益 △4 －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 211,381 153,784

減価償却費 63,931 62,834

のれん償却額 187 －

負ののれん償却額 △6,907 △6,907

貸倒引当金の増減額（△は減少） △216 △3,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,561 △22,060

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,562 4,724

受取利息及び受取配当金 △553 △618

支払利息 8,130 4,767

為替差損益（△は益） 2,585 △7

デリバティブ評価損益（△は益） △25,298 △72,901

投資有価証券売却損益（△は益） △319 －

売上債権の増減額（△は増加） 148,703 110,087

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,123 △67,261

仕入債務の増減額（△は減少） △3,059 25,712

その他 91,427 △21,356

小計 468,872 167,796

利息及び配当金の受取額 553 618

利息の支払額 △7,940 △4,543

法人税等の支払額 △59,250 △237,412

営業活動によるキャッシュ・フロー 402,235 △73,541

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △160,714 △156,529

定期預金の払戻による収入 146,576 155,012

有形固定資産の取得による支出 △20,231 △15,106

無形固定資産の取得による支出 △529 △18,935

関係会社株式の取得による支出 △187 －

投資有価証券の取得による支出 △540 △539

投資有価証券の売却による収入 1,298 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,327 △36,097

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △28,500 △108,000

長期借入金の返済による支出 △74,475 －

リース債務の返済による支出 △13,897 △16,233

配当金の支払額 △63,435 △63,759

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,307 △187,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,226 8,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 183,373 △289,452

現金及び現金同等物の期首残高 1,130,569 1,291,783

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,313,942 1,002,331



 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23年４月１日 至 平成23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 

  

  ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

    内容（差異調整に関する事項） 

  

 Ⅱ 当第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の金額に関する情報 

  

  ２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

    内容（差異調整に関する事項） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （単位：千円）

  日本 中国 合計 

売上高       

外部顧客への売上高  2,560,008  5,592  2,565,601

セグメント間の内部売上高又は振替高  926  826,312  827,239

計  2,560,935  831,905  3,392,840

セグメント利益又はセグメント損失  294,484  △33,797  260,686

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  260,686

セグメント間取引消去  △5,630

のれんの償却額  △187

棚卸資産の調整額  7,917

四半期連結損益計算書の営業利益  262,786

  （単位：千円）

  日本 中国 合計 

売上高       

外部顧客への売上高  2,580,105  13,105  2,593,210

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  1,049,154  1,049,154

計  2,580,105  1,062,259  3,642,364

セグメント利益  141,394  31,200  172,594

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  172,594

セグメント間取引消去  △9,870

棚卸資産の調整額  △14,724

四半期連結損益計算書の営業利益  147,999



 当社の親会社であるマックス株式会社は、平成24年11月21日から平成25年１月９日まで当社の普通株式に対する

公開買付けを行い、平成25年１月17日の決済日をもって当社普通株式23,980株（議決権所有割合93.77％）を保有

するに至っております。 

 当社は、平成25年２月下旬に開催予定の当社臨時株主総会及び当社普通株式を有する株主の皆様を構成員とする

種類株主総会において、定款の一部を変更して種類株式発行会社とすること、当社の発行する全ての普通株式に全

部取得条項を付すことを内容とする定款の一部変更を行うこと、当該全部取得条項が付された当社普通株式の全部

の取得と引換えに別個の種類の当社株式を交付することを決議する予定であります。 

 当社は、今後、上記手続きの実施に伴い、マックス株式会社が当社の発行済株式の全てを取得し、当社株式は、

上場廃止となる予定であります。  

（７）重要な後発事象
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