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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9月30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12月期第3四半期 3,373 2.3 221 △4.3 212 △9.9 215 85.4
24年12月期第3四半期 3,296 △7.0 231 △42.8 235 △45.5 116 △53.3

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 257百万円 （89.3％） 24年12月期第3四半期 135百万円 （△47.7％）

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12月期第3四半期 43.10 ―
24年12月期第3四半期 23.26 23.23

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 3,446 2,777 80.1
24年12月期 3,203 2,614 81.3
（参考） 自己資本 25年12月期第3四半期 2,761百万円 24年12月期 2,604百万円

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12月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年12月期 ― 10.00 ―
25年12月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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 4,700 6.6 300 10.8 300 6.9 330 128.5 65.88



(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） ： 有

(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）詳細は、添付資料２ページ「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に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。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 日本エフ・エーシステム株式会社

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 ： 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12月期3Q 5,009,000 株 24年12月期 5,009,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q ― 株 24年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 5,009,000 株 24年12月期3Q 5,004,650 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、金融緩和に伴う円安を背景に輸出企業を中心として株価の上

昇や企業収益の回復がみられ、緩やかな回復傾向となりました。しかしながら、欧米においても持ち直しの兆しが

みられ緩やかながら回復傾向にあるものの、中国をはじめとする新興国の経済の成長鈍化等の懸念もあり、依然と

して先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの属する制御機器業界におきましても、欧州では景気底入れの兆しが見え始めたことで、自動車、

物流業界を中心に設備投資需要は底堅く推移いたしましたが、一方、中国をはじめとする新興国では、成長ペース

が鈍化したことで設備投資需要は伸び悩みました。国内においては、物流、工作機械、自動車関連業界で設備投資

需要の持ち直しはあるものの、電子部品、半導体、液晶関連の設備投資需要は低調に推移いたしました。

このような経営環境の中で当社グループは、「高品質、だけど低価格。」を営業方針とし、国内・海外（新興

国）での新規顧客の開拓、同業他社との協業など積極的な営業活動を展開するとともに、多様化する顧客ニーズに

対応すべく新製品の開発にも注力し、業績の向上に努めてまいりました。

以上の結果、当社グループの第３四半期連結累計期間の売上高は、33億73百万円（前年同期比2.3％増）、営業

利益２億21百万円（同4.3％減）、経常利益２億12百万円（同9.9％減）、四半期純利益は、７月１日付で吸収合併

した連結子会社に係る繰越欠損金により法人税等調整額の減額が発生するため、２億15百万円（同85.4％増）とな

りました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比較して２億42百万円増加し、34億46百万

円となりました。主な要因は、売上債権が１億39百万円、投資有価証券が60百万円増加したことによるものです。

（負債及び純資産の部）

当第３四半期連結会計期間末の負債の残高は、前連結会計年度末と比較して78百万円増加し、６億68百万円とな

りました。主な要因は、買掛金が56百万円増加したことによるものです。純資産の残高は、前連結会計年度末と比

較して１億63百万円増加し、27億77百万円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年９月11日に公表いたしました通期業績予想から変更しておりません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第３四半期連結会計期間において、当社は日本エフ・エーシステム株式会社を吸収合併したため、連結の範囲

から除外しております。

また、当第３四半期連結会計期間より、新たに設立したセンサビジョン株式会社を連結の範囲に含めておりま

す。

（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

（減価償却方法の変更）

当社及び連結子会社は、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25年１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。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

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12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 731,685 719,461

受取手形及び売掛金 948,119 1,087,532

製品 224,806 286,057

仕掛品 6,631 33,807

原材料及び貯蔵品 139,725 87,087

繰延税金資産 33,517 43,066

その他 164,083 200,524

貸倒引当金 △30 △150

流動資産合計 2,248,539 2,457,387

固定資産

有形固定資産 63,677 56,607

無形固定資産

ソフトウエア 38,175 22,601

その他 1,988 1,059

無形固定資産合計 40,164 23,661

投資その他の資産

投資有価証券 670,517 731,416

繰延税金資産 114,966 112,036

その他 65,732 65,464

貸倒引当金 － △287

投資その他の資産合計 851,216 908,629

固定資産合計 955,058 988,898

資産合計 3,203,597 3,446,286

負債の部

流動負債

買掛金 198,352 254,593

未払法人税等 43,969 －

賞与引当金 15,499 53,096

役員賞与引当金 － 5,925

その他 133,263 126,263

流動負債合計 391,084 439,879

固定負債

退職給付引当金 111,753 130,424

役員退職慰労引当金 86,675 98,032

固定負債合計 198,428 228,456

負債合計 589,512 668,335



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 553,241 553,241

資本剰余金 560,814 560,814

利益剰余金 1,564,003 1,679,705

株主資本合計 2,678,059 2,793,761

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △73,722 △32,262

その他の包括利益累計額合計 △73,722 △32,262

新株予約権 9,748 16,451

純資産合計 2,614,085 2,777,951

負債純資産合計 3,203,597 3,446,286



（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１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 3,296,879 3,373,380

売上原価 1,907,996 1,934,404

売上総利益 1,388,883 1,438,975

販売費及び一般管理費 1,157,598 1,217,724

営業利益 231,284 221,251

営業外収益

受取利息 1,390 1,254

受取配当金 173 174

技術指導料 3,600 3,600

持分法による投資利益 1,302 －

その他 771 1,379

営業外収益合計 7,238 6,408

営業外費用

売上割引 2,140 2,403

持分法による投資損失 － 3,271

為替差損 890 9,728

その他 0 20

営業外費用合計 3,031 15,423

経常利益 235,491 212,236

特別損失

減損損失 － 1,399

固定資産除却損 212 453

特別損失合計 212 1,853

税金等調整前四半期純利益 235,278 210,382

法人税、住民税及び事業税 126,881 23,829

法人税等調整額 △8,022 △29,328

法人税等合計 118,858 △5,499

少数株主損益調整前四半期純利益 116,419 215,881

四半期純利益 116,419 215,881



（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１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 116,419 215,881

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 19,495 41,460

その他の包括利益合計 19,495 41,460

四半期包括利益 135,914 257,342

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 135,914 257,342



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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