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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 5,365 △5.6 △192 ― △187 ― △138 ―
24年12月期第3四半期 5,684 △28.9 88 △62.0 102 △62.2 70 △73.9

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 △123百万円 （―％） 24年12月期第3四半期 126百万円 （△21.6％）

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12月期第3四半期 △11.66 ―
24年12月期第3四半期 5.95 5.94

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12月期第3四半期 7,863 5,388 68.5 453.33
24年12月期 9,227 5,571 60.3 468.70
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  5,384百万円 24年12月期  5,567百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年12月期 ― 0.00 ―
25年12月期（予想） 5.00 5.00

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 8,300 3.2 △30 ― △40 ― △50 ― △4.21



(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 
本資料に記載した業績予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は様々な要因により記載の予想数値と異
なる場合があります。上記の業績予想に関する事項は【添付書類】Ｐ．２「当四半期決算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」をご参照く
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   ：  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 11,888,740 株 24年12月期 11,888,740 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 11,937 株 24年12月期 10,705 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 11,877,931 株 24年12月期3Q 11,878,166 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、政府の経済政策効果により円高の是正、株価の回復が進み、さ

らに個人消費の持ち直しが見られ、景気は回復基調に推移しました。 

当社グループの主要販売先である電機・機械・自動車等の製造業においても、これらの要因により輸出関連企業を

中心に業績の回復が見られましたが、欧州債務問題の長期化、新興国の経済成長の鈍化等により世界経済の先行き不

透明感があることから設備投資の増加は小幅に留まっております。その結果、当社グループにおいても主力商品であ

る工作機械（工具研削盤等）及び電子機器（電子部品実装機等）の販売は低調に推移し、連結売上高は53億６千５百

万円（前年同期比5.6％減）となりました。損益面では売上高の減少と円安による輸入工作機械等の仕入価格が上昇

したことにより売上総利益が減少し、営業損失１億９千２百万円（前年同期は８千８百万円の営業利益）、経常損失

１億８千７百万円（前年同期は１億２百万円の経常利益）、四半期純損失１億３千８百万円（前年同期は７千万円の

四半期純利益）となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（電子機器及び工作機械等）  

電子部品実装機を中心とした電子機器は、スマートフォンやタブレット端末向けの設備投資需要はあるものの、新

興国の経済成長の鈍化を受け低成長となりました。また、工作機械も国内では政府の投資促進策等により設備投資需

要はあるものの販売の実現までに時間を要していることや、前期の東南アジア向け需要増の反動により販売が減少し

ました。その結果、当セグメントの売上高は50億５千３百万円（前年同期比5.8％減）、営業損失は１億９千５百万

円（前年同期は７千９百万円の営業利益）となりました。 

（光電子装置）  

光電子装置の販売は、加工用レーザー装置を中心にほぼ前年並みに推移し、当セグメントの売上高は３億１千６百

万円（前年同期比1.1％減）となりましたが、円安の影響により輸入仕入商品の原価が上昇した結果、営業利益２百

万円（前年同期比74.8％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） 

 当第３四半期連結累計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ14.8％減少し78億６千３百万円とな

りました。これは主として受取手形及び売掛金が５億９千６百万円減少したこと及び商品が５億１千１百万円減少

したことよるものです。 

（負債） 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ32.3％減少し24億７千４百万円となりました。これは主として社債の償還

及び短期、長期借入金の返済等により負債合計額が11億８千１百万円減少したことによるものです。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3.3％減少し53億８千８百万円となりました。これは主として剰余金の 

配当額５千９百万円及び四半期純損失１億３千８百万円により利益剰余金が１億９千７百万円減少したことによる

ものです。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年７月26日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

  

（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 

（減価償却方法の変更） 

 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。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失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
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 該当事項はありません。    

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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 2,550,885 2,118,265 

受取手形及び売掛金 1,341,500 744,697 

商品 1,421,970 910,703 

その他 388,026 465,667 

貸倒引当金 △1,945 △695 

流動資産合計 5,700,438 4,238,638 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 470,508 453,496 

土地 1,702,974 1,702,974 

その他（純額） 74,834 62,682 

有形固定資産合計 2,248,317 2,219,153 

無形固定資産   

その他 21,728 18,656 

無形固定資産合計 21,728 18,656 

投資その他の資産   

投資有価証券 102,413 163,028 

投資不動産（純額） 718,314 708,651 

差入保証金 313,016 313,515 

その他 123,750 201,678 

貸倒引当金 △247 － 

投資その他の資産合計 1,257,247 1,386,873 

固定資産合計 3,527,293 3,624,683 

資産合計 9,227,731 7,863,321 
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 822,279 624,532 

短期借入金 400,000 21,174 

1年内返済予定の長期借入金 510,648 543,953 

1年内償還予定の社債 163,600 72,000 

未払法人税等 11,882 6,414 

賞与引当金 － 34,965 

その他 730,000 441,212 

流動負債合計 2,638,409 1,744,253 

固定負債   

社債 72,000 － 

長期借入金 727,040 507,410 

退職給付引当金 185,338 198,376 

その他 33,608 24,576 

固定負債合計 1,017,987 730,362 

負債合計 3,656,397 2,474,616 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,385,709 1,385,709 

資本剰余金 1,997,995 1,997,995 

利益剰余金 2,166,080 1,968,212 

自己株式 △3,176 △3,213 

株主資本合計 5,546,609 5,348,704 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,623 22,472 

繰延ヘッジ損益 7,893 △5,997 

為替換算調整勘定 1,099 19,417 

その他の包括利益累計額合計 20,615 35,892 

新株予約権 4,108 4,108 

純資産合計 5,571,334 5,388,705 

負債純資産合計 9,227,731 7,863,321 
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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 5,684,891 5,365,554 

売上原価 4,294,036 4,302,306 

売上総利益 1,390,855 1,063,247 

販売費及び一般管理費 1,302,074 1,256,034 

営業利益又は営業損失（△） 88,781 △192,786 

営業外収益   

受取利息 5,815 5,551 

受取配当金 2,569 2,872 

仕入割引 13,779 8,992 

不動産賃貸料 25,353 25,353 

その他 9,437 1,682 

営業外収益合計 56,955 44,452 

営業外費用   

支払利息 18,551 16,099 

不動産賃貸費用 14,027 12,801 

その他 10,648 10,141 

営業外費用合計 43,228 39,041 

経常利益又は経常損失（△） 102,508 △187,376 

特別損失   

固定資産除却損 594 － 

特別損失合計 594 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

101,914 △187,376 

法人税、住民税及び事業税 6,138 5,491 

法人税等調整額 25,113 △54,389 

法人税等合計 31,251 △48,897 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

70,662 △138,478 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 70,662 △138,478 
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（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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

70,662 △138,478 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,416 10,849 

繰延ヘッジ損益 51,693 △13,890 

為替換算調整勘定 2,248 18,317 

その他の包括利益合計 55,357 15,276 

四半期包括利益 126,020 △123,202 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 126,020 △123,202 
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 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24年１月１日 至 平成24年９月30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  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額にはセグメント間取引消去88千円が含まれております。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 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） 

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  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額にはセグメント間取引消去92千円が含まれております。 

  ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 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

（５）セグメント情報等

  

  

電子機器及び 

工作機械等 
光電子装置 計 

調整額 

（注）1 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）2 

売上高            

 外部顧客への売上高   5,364,632   320,259  5,684,891   －   5,684,891

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  5,364,632  320,259  5,684,891  －  5,684,891

セグメント利益  79,949  8,743  88,693  88  88,781

  

  

電子機器及び 

工作機械等 
光電子装置 計 

調整額 

（注）1 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）2 

売上高            

 外部顧客への売上高   5,053,419   312,135  5,365,554   －   5,365,554

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  4,600  4,600  △4,600  －

計  5,053,419  316,735  5,370,154  △4,600  5,365,554

セグメント利益又は損失

（△） 
 △195,080  2,201  △192,879  92  △192,786
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