
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

     

 
   

     

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 13,215 3.5 696 46.7 878 40.3 539 88.4
24年３月期第３四半期 12,762 0.1 474 △13.2 626 △6.8 286 △35.4

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 514百万円( 263.3％) 24年３月期第３四半期 141百万円(△62.6％)

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 63.64 ―
24年３月期第３四半期 33.30 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 16,041 9,872 61.5
24年３月期 15,943 9,572 60.0

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 9,872百万円 24年３月期 9,572百万円

２．配当の状況

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
25年３月期 ― 8.50 ―

25年３月期(予想) 8.50 17.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 17,500 3.6 680 11.0 900 6.3 450 8.7 52.65

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



 

  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 9,328,000株 24年３月期 9,328,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 896,488株 24年３月期 780,884株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 8,481,011株 24年３月期３Ｑ 8,603,537株

※ 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
 本資料に記載されている業績見通し等の将来の記載に関する記述は、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）の２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。 
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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、復興需要が下支えしているものの、設備投資や雇

用情勢にまだ厳しさが残り、デフレの影響、海外景気の不透明さなど依然として厳しい状況で推移しま

した。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、環境に配慮した製品の提供など、提案営業を積極的に

推進し既存分野の維持拡大および新規顧客の獲得により、業績向上を図るとともに、業務の効率化、コ

スト削減をさらに推し進め、顧客満足の質的向上を目指し企業価値の増大に取り組みました。 

 その結果、売上高は132億15百万円（前年同期比3.5％増）となり、営業利益は６億96百万円（前年同

期比46.7％増）、経常利益は８億78百万円（前年同期比40.3％増）、四半期純利益は５億39百万円（前

年同期比88.4％増）となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より97百万円増加し、160億41百万円と

なりました。 

 流動資産については、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べて

３億15百万円増加しております。固定資産については、投資有価証券の償還等により、前連結会計年度

末に比べて２億17百万円減少しております。 

 負債合計は61億69百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億２百万円減少しております。流動負

債については、短期借入金の返済、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べて１億98百

万円減少しております。固定負債については、長期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べて

３百万円減少しております。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は98億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて

２億99百万円の増加となりました。 

  

  

平成25年３月期の見通しにつきまして、平成24年５月９日の決算発表時の業績予想数値からの変更は

ありません。 

  

  

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

  

  

会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

 この変更に伴う、当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります 

  

  

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 2,527,003 2,844,678 

受取手形及び売掛金 4,077,418 4,259,663 

商品及び製品 676,741 614,781 

仕掛品 99,625 113,650 

原材料及び貯蔵品 686,397 651,056 

その他 282,492 181,624 

貸倒引当金 △14,394 △14,684 

流動資産合計 8,335,284 8,650,771 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,378,674 2,322,693 

機械装置及び運搬具（純額） 1,652,020 1,826,578 

その他（純額） 1,931,537 1,829,514 

有形固定資産合計 5,962,232 5,978,786 

無形固定資産 92,379 114,125 

投資その他の資産   

投資有価証券 884,917 633,929 

その他 727,318 723,370 

貸倒引当金 △58,474 △59,825 

投資その他の資産合計 1,553,762 1,297,473 

固定資産合計 7,608,374 7,390,385 

資産合計 15,943,658 16,041,156 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,101,886 3,144,824 

短期借入金 383,645 247,428 

未払法人税等 278,322 70,417 

賞与引当金 214,921 108,957 

その他 1,005,241 1,213,768 

流動負債合計 4,984,015 4,785,396 

固定負債   

長期借入金 19,772 － 

退職給付引当金 982,745 1,007,528 

役員退職慰労引当金 172,859 183,291 

その他 211,954 192,811 

固定負債合計 1,387,332 1,383,631 

負債合計 6,371,348 6,169,027 
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(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400 

資本剰余金 345,514 345,514 

利益剰余金 9,384,654 9,779,991 

自己株式 △401,911 △472,456 

株主資本合計 9,794,657 10,119,449 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 148,743 115,475 

為替換算調整勘定 △371,091 △362,795 

その他の包括利益累計額合計 △222,347 △247,319 

純資産合計 9,572,310 9,872,129 

負債純資産合計 15,943,658 16,041,156 
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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 12,762,868 13,215,067 

売上原価 10,120,713 10,376,086 

売上総利益 2,642,154 2,838,981 

販売費及び一般管理費 2,167,180 2,142,039 

営業利益 474,974 696,941 

営業外収益   

受取利息 7,160 3,270 

受取配当金 11,687 10,596 

受取賃貸料 149,695 139,104 

為替差益 － 9,009 

その他 70,939 60,873 

営業外収益合計 239,483 222,854 

営業外費用   

支払利息 14,620 12,412 

不動産賃貸費用 13,107 12,068 

為替差損 34,457 － 

売上割引 7,186 7,070 

その他 18,819 9,856 

営業外費用合計 88,191 41,408 

経常利益 626,265 878,387 

特別利益   

固定資産売却益 211 22,082 

受取保険金 21,700 － 

ゴルフ会員権売却益 － 443 

特別利益合計 21,911 22,525 

特別損失   

固定資産売却損 11,663 77 

固定資産除却損 7,566 7,530 

投資有価証券評価損 － 1,999 

ゴルフ会員権評価損 － 1,350 

特別損失合計 19,230 10,957 

税金等調整前四半期純利益 628,947 889,956 

法人税、住民税及び事業税 282,281 302,441 

法人税等調整額 60,150 47,747 

法人税等合計 342,432 350,188 

少数株主損益調整前四半期純利益 286,514 539,767 

少数株主利益 － － 

四半期純利益 286,514 539,767 

大石産業㈱　(3943) 平成25年3月期　第3四半期決算短信

6



 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 286,514 539,767 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △81,570 △33,267 

為替換算調整勘定 △63,243 8,295 

その他の包括利益合計 △144,814 △24,971 

四半期包括利益 141,700 514,795 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 141,700 514,795 

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）継続企業の前提に関する注記

（４）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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