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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期第3四半期 3,296 △7.0 231 △42.8 235 △45.5 116 △53.3
23年12月期第3四半期 3,544 3.9 404 2.9 431 0.6 249 3.9

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 135百万円 （△47.7％） 23年12月期第3四半期 260百万円 （―％）

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12月期第3四半期 23.26 23.23
23年12月期第3四半期 49.91 49.73

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 3,202 2,569 79.9
23年12月期 3,115 2,534 81.2
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  2,559百万円 23年12月期  2,530百万円

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  
（注）平成23年12月期の期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 記念配当 ２円00銭 

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12月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
24年12月期 ― 10.00 ―
24年12月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24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 4,600 0.7 300 △34.0 310 △35.0 170 △35.8 33.96



(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。 

※  注記事項

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12月期3Q 5,007,400 株 23年12月期 5,001,600 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q ― 株 23年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 5,004,650 株 23年12月期3Q 4,991,612 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（平成24年１月１日～９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災後の厳しい状

況から緩やかに回復しつつあるものの、欧州の債務危機にともなう海外経済の減速、中国経済の成長鈍化、長期化

する円高による生産活動の停滞などを受けて、景気の先行きは不透明ななか推移いたしました。 

 当社グループの属する制御機器業界におきましては、海外では、欧州での金融不安の影響、中国における液晶関

連等の設備投資抑制の影響を受け、設備投資需要は低迷しております。国内においても、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が、前述の設備投資抑制の影響を受け、受

注が減少した影響により汎用機器及びアプリケーション機器とも対前年同期比において売上減となりました。 

 以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、32億96百万円（前年同期比7.0％減）、営

業利益２億31百万円（同42.8％減）、経常利益２億35百万円（同45.5％減）、四半期純利益１億16百万円（同

53.3％減）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87百万円増加し、32億２百万円と

なりました。現金及び預金１億69百万円の減少、売上債権１億47百万円の増加、たな卸資産92百万円の増加などが

主な変動要因であります。 

（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52百万円増加し、６億32百万円とな

りました。買掛金55百万円の増加、未払法人税等40百万円の減少、賞与引当金31百万円の増加などが主な変動要因

であります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比較して34百万円増加し、25億69百万円と

なりました。配当金支払いのため１億10百万円が減少しましたが、四半期純利益１億16百万円によって利益剰余金

が６百万円増加したこと、保有有価証券の時価上昇によってその他有価証券評価差額金が19百万円増加したことが

主な変動要因であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成24年７月24日に公表いたしました連結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 

  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 

  該当事項はありません。   

   

（４）追加情報   

（会計上の変更及び誤謬の訂正に冠する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

    

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23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 832,387 663,006

受取手形及び売掛金 859,486 1,006,883

製品 222,062 272,755

仕掛品 6,710 15,365

原材料及び貯蔵品 56,095 88,748

繰延税金資産 33,758 44,792

その他 150,090 161,879

貸倒引当金 △245 △33

流動資産合計 2,160,345 2,253,397

固定資産   

有形固定資産 90,519 74,623

無形固定資産   

ソフトウエア 57,424 43,603

その他 1,988 1,988

無形固定資産合計 59,412 45,592

投資その他の資産   

投資有価証券 612,494 643,969

繰延税金資産 132,821 119,131

その他 59,565 65,839

貸倒引当金 － △84

投資その他の資産合計 804,882 828,855

固定資産合計 954,814 949,072

資産合計 3,115,160 3,202,469

負債の部   

流動負債   

買掛金 172,367 227,953

未払法人税等 70,627 29,958

賞与引当金 14,137 45,893

その他 153,314 134,420

流動負債合計 410,446 438,225

固定負債   

退職給付引当金 94,858 108,041

役員退職慰労引当金 75,318 86,675

固定負債合計 170,176 194,716

負債合計 580,622 632,941



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,314 552,824

資本剰余金 558,888 560,398

利益剰余金 1,529,661 1,535,987

株主資本合計 2,639,864 2,649,210

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △109,237 △89,742

その他の包括利益累計額合計 △109,237 △89,742

新株予約権 3,909 10,060

純資産合計 2,534,537 2,569,528

負債純資産合計 3,115,160 3,202,469



（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１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 3,544,049 3,296,879

売上原価 2,051,804 1,907,996

売上総利益 1,492,245 1,388,883

販売費及び一般管理費 1,087,860 1,157,598

営業利益 404,384 231,284

営業外収益   

受取利息 1,590 1,390

受取配当金 171 173

技術指導料 3,600 3,600

持分法による投資利益 24,293 1,302

その他 103 771

営業外収益合計 29,758 7,238

営業外費用   

売上割引 1,957 2,140

為替差損 277 890

その他 9 0

営業外費用合計 2,244 3,031

経常利益 431,898 235,491

特別利益   

固定資産売却益 232 －

その他 33 －

特別利益合計 266 －

特別損失   

固定資産除却損 871 212

特別損失合計 871 212

税金等調整前四半期純利益 431,292 235,278

法人税、住民税及び事業税 177,763 126,881

法人税等調整額 4,422 △8,022

法人税等合計 182,185 118,858

少数株主損益調整前四半期純利益 249,106 116,419

四半期純利益 249,106 116,419



（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１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 249,106 116,419

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 10,921 19,495

その他の包括利益合計 10,921 19,495

四半期包括利益 260,027 135,914

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 260,027 135,914



  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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