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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 7,459 4.6 887 1.0 897 0.6 528 18.8
24年3月期第3四半期 7,130 4.4 878 37.7 892 39.1 444 18.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 503百万円 （15.7％） 24年3月期第3四半期 434百万円 （15.3％）

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 35.76 ―
24年3月期第3四半期 30.08 ―

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 12,313 9,158 74.4
24年3月期 12,390 8,892 71.8
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  9,158百万円 24年3月期  8,892百万円

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 ― 3.00 ― 12.00 15.00
25年3月期 ― 4.00 ―
25年3月期（予想） 6.00 10.00

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 9,400 △0.8 990 △12.4 1,000 △12.1 520 △10.5 35.19



(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 

（注） 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
   詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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きの対象外であり、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き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については、添付資料
Ｐ．２「１．（３）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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 15,486,000 株 24年3月期 15,486,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 712,819 株 24年3月期 710,006 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 14,774,486 株 24年3月期3Q 14,776,439 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、東日本大震災からの復興需要とエコカー補助金などの政策効

果に支えられ、緩やかな回復の動きが見られました。しかしながら、消費者マインドの改善一服や政策効果が一巡

したことに加え、欧州債務問題の再燃による世界経済の減速等の影響により、先行きは依然として不透明な状況で

推移いたしました。  

 このような状況の下、当社グループは、画像機器市場、遊技機器市場を中心に受注活動を積極的に展開し、確実

な商談成約につなげました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は74億59百万円（前年同四半期比4.6％増）、利益

面につきましては営業利益８億87百万円（同1.0％増）、経常利益８億97百万円（同0.6％増）、四半期純利益５億

28百万円（同18.8％増）となりました。 

 なお、当社グループは、単一セグメントに属するコネクタ、ラック、ソケット等の製造・販売を行っているた

め、セグメント別の記載を省略しております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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総資産は前連結会計年度末に比べ76百万円減少し、123億13百万円とな

りました。これは、建設仮勘定の増加額４億76百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少額４億30百万

円並びに現金及び預金の減少額１億78百万円があったこと等によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ３億42百万円減少し、31億55百万円となりました。これは、未

払法人税等の減少額２億45百万円があったこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億66百万円増加し、91億58百万円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末に比べ、2.6ポイント上昇し、74.4％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期の業績につきましては、概ね計画どおりに推移しております。従いまして、現時点におきまして

は、平成24年５月７日に公表しました通期の業績予想値に変更はありません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）   

 当社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ5,078千円増加しております。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 1,651,294 1,472,362

受取手形及び売掛金 4,113,001 3,682,982

商品及び製品 378,184 478,583

仕掛品 39,998 51,578

原材料及び貯蔵品 495,852 589,397

その他 425,262 370,728

貸倒引当金 △4,352 △3,894

流動資産合計 7,099,241 6,641,738

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 972,592 953,128

機械装置及び運搬具（純額） 1,191,447 1,175,068

工具、器具及び備品（純額） 273,384 233,150

土地 1,171,754 1,171,754

建設仮勘定 22,653 499,147

有形固定資産合計 3,631,833 4,032,249

無形固定資産 58,721 55,726

投資その他の資産   

投資有価証券 505,239 471,225

その他 1,095,562 1,112,778

投資その他の資産合計 1,600,802 1,584,003

固定資産合計 5,291,357 5,671,979

資産合計 12,390,598 12,313,717

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,459,139 1,533,156

短期借入金 150,000 150,000

1年内償還予定の社債 268,000 250,000

未払法人税等 333,088 87,420

賞与引当金 207,167 166,165

役員賞与引当金 55,000 37,000

その他 428,957 342,115

流動負債合計 2,901,352 2,565,857

固定負債   

社債 320,000 300,000

退職給付引当金 240,040 252,534

その他 36,836 36,867

固定負債合計 596,877 589,402

負債合計 3,498,229 3,155,259



（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 1,617,000 1,617,000

資本剰余金 1,440,058 1,440,058

利益剰余金 5,938,647 6,230,583

自己株式 △165,837 △166,610

株主資本合計 8,829,868 9,121,030

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 72,364 42,865

為替換算調整勘定 △9,863 △5,437

その他の包括利益累計額合計 62,500 37,427

純資産合計 8,892,368 9,158,458

負債純資産合計 12,390,598 12,313,717



（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 7,130,091 7,459,202

売上原価 5,091,581 5,366,423

売上総利益 2,038,509 2,092,779

販売費及び一般管理費 1,159,736 1,205,332

営業利益 878,773 887,446

営業外収益   

受取利息 331 557

受取配当金 13,532 13,307

保険返戻金 6,789 －

その他 3,711 3,904

営業外収益合計 24,364 17,768

営業外費用   

支払利息 6,632 6,142

為替差損 2,841 1,948

支払手数料 42 －

その他 1,578 60

営業外費用合計 11,096 8,151

経常利益 892,041 897,064

特別利益   

投資有価証券売却益 660 －

特別利益合計 660 －

特別損失   

固定資産除却損 5,805 7,822

投資有価証券評価損 45,755 －

ゴルフ会員権評価損 10,095 －

特別損失合計 61,656 7,822

税金等調整前四半期純利益 831,046 889,242

法人税、住民税及び事業税 348,349 327,453

法人税等調整額 38,102 33,443

法人税等合計 386,452 360,896

少数株主損益調整前四半期純利益 444,594 528,345

四半期純利益 444,594 528,345



（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 444,594 528,345

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,002 △29,499

為替換算調整勘定 △3,616 4,425

その他の包括利益合計 △9,619 △25,073

四半期包括利益 434,974 503,272

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 434,974 503,272

少数株主に係る四半期包括利益 － －



  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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