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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）

（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 15,972 △3.7 2,369 △14.2 2,420 △14.6 1,491 △10.9

24年３月期第３四半期 16,580 2.4 2,760 △2.9 2,833 △2.3 1,674 △3.3

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 1,539百万円( 4.9％) 24年３月期第３四半期 1,467百万円(△14.2％)

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 98.16 ―

24年３月期第３四半期 110.15 ―

（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 29,234 22,014 73.1

24年３月期 29,998 21,094 68.2

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 21,375百万円 24年３月期 20,471百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00

25年３月期 ― 20.00 ―

25年３月期(予想) 20.00 40.00

(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 21,000 △4.4 2,736 △13.4 2,800 △14.7 1,695 △14.5 111.58

(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 ： 無

（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

(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.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事
項」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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 15,800,000株 24年３月期 15,800,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 600,918株 24年３月期 600,918株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 15,199,082株 24年３月期３Ｑ 15,199,082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、四半期連結財務諸表に対する四半期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。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P.３「１．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覧ください。
四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしております。
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当第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで、以下「当第３四半期」と

いう)におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要や個人消費の持ち直しにより、緩やかな景気回

復傾向にありますが、欧州の財政・金融問題、中国をはじめとした新興国の景気減速の影響など、依然

として先行き不透明な状況で推移しております。

このような状況のもと、当社グループは「研究開発主導型企業」として「全天候型経営」を目指し、

新たな業界、顧客への積極的な営業活動を展開するとともに、生産の効率化や新しい表面改質技術の開

発に取り組んでおります。

当第３四半期における当社グループの連結業績は、売上高が前年同期比６億08百万円(3.7％)減の159

億72百万円、営業利益が同３億90百万円(14.2％)減の23億69百万円、経常利益が同４億13百万円

(14.6％)減の24億20百万円、四半期純利益が同１億82百万円(10.9％)減の14億91百万円となりました。

また、セグメント別の業績は次のとおりであります。

当セグメントの売上高は、期初予想は上回ったものの、前年同期比で６億34百万円(4.9％)減の123億

24百万円、セグメント利益(経常利益)は同77百万円(3.5％)減の21億45百万円となりました。

半導体・液晶分野向け加工では、半導体関連は比較的堅調でしたが、液晶関連の新規需要の落ち込み

が顕著でありました。産業機械分野向け加工は期初の予想以上に需要の回復傾向が見られたものの、前

年同期比では減収となりました。

溶射加工以外のセグメントの売上高合計は、期初予想を下回り、前年同期比26百万円(0.7％)増の36

億47百万円となりました。在外連結子会社の収益性が伸び悩んだこともあり、セグメント利益(経常利

益)につきましては、その合計は前年同期比１億74百万円(39.3％)減の２億69百万円と大きく落ち込み

ました。

当第３四半期連結会計期間末における総資産は292億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億

64百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少などで流動資産が

12億12百万円減少し、事業用地(兵庫県神戸市西区)の取得による土地の増加、タイにおける合弁会社設

立(NEIS & TOCALO(Thailand) Co.,Ltd.、持分法非適用関連会社)による関係会社株式の増加などで固定

資産が４億47百万円増加したことによるものであります。

一方、当第３四半期連結会計期間末における負債は72億19百万円と前連結会計年度末比16億84百万円

減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金、未払法人税等、賞与引当金の減少などで流動負

債が12億51百万円減少し、長期借入金の減少などで固定負債が４億32百万円減少したことによるもので

あります。

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

[溶射加工]

[その他]

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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また、当第３四半期連結会計期間末における純資産は220億14百万円と前連結会計年度末比９億20百

万円増加いたしました。これは主に、剰余金の配当６億07百万円および四半期純利益14億91百万円によ

る利益剰余金の増加８億84百万円、少数株主持分の増加15百万円、為替換算調整勘定の増加22百万円等

によるものであります。この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は73.1％(前連結会計

年度末比4.9ポイントの上昇)となりました。

通期の業績予想につきましては、平成24年５月10日発表の連結業績予想に変更はありません。今後の

情報収集等により、見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

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10,357千円増加しております。

（３）連結業績予想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

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）
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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 8,506,186 7,808,740

受取手形及び売掛金 7,558,264 7,106,491

仕掛品 481,769 531,371

原材料及び貯蔵品 806,747 867,713

その他 624,712 450,684

貸倒引当金 △78,336 △77,940

流動資産合計 17,899,343 16,687,060

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,679,571 4,592,415

機械装置及び運搬具（純額） 2,298,305 2,068,551

土地 3,630,442 4,305,978

その他（純額） 566,111 531,140

有形固定資産合計 11,174,431 11,498,086

無形固定資産

のれん 160,852 136,589

その他 390,375 383,221

無形固定資産合計 551,227 519,811

投資その他の資産

関係会社株式 － 131,614

その他 545,872 561,590

貸倒引当金 △172,017 △164,050

投資その他の資産合計 373,855 529,153

固定資産合計 12,099,514 12,547,051

資産合計 29,998,858 29,234,111
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,070,188 2,769,638

短期借入金 503,952 470,320

1年内返済予定の長期借入金 430,800 430,800

未払法人税等 599,447 71,867

賞与引当金 599,461 327,998

その他 1,996,836 1,878,069

流動負債合計 7,200,686 5,948,694

固定負債

長期借入金 630,700 307,600

退職給付引当金 785,978 701,736

その他 286,815 261,271

固定負債合計 1,703,493 1,270,607

負債合計 8,904,179 7,219,301

純資産の部

株主資本

資本金 2,658,823 2,658,823

資本剰余金 2,293,504 2,293,504

利益剰余金 16,386,073 17,270,084

自己株式 △773,123 △773,123

株主資本合計 20,565,277 21,449,287

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △7,165 △9,637

為替換算調整勘定 △86,994 △64,317

その他の包括利益累計額合計 △94,160 △73,955

少数株主持分 623,561 639,477

純資産合計 21,094,678 22,014,810

負債純資産合計 29,998,858 29,234,111
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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 16,580,521 15,972,265

売上原価 10,942,942 10,638,522

売上総利益 5,637,578 5,333,743

販売費及び一般管理費 2,877,032 2,963,912

営業利益 2,760,546 2,369,830

営業外収益

受取利息及び配当金 7,566 6,300

受取ロイヤリティー 34,930 17,986

受取技術料 41,727 12,298

スクラップ売却益 13,954 21,701

その他 21,554 32,865

営業外収益合計 119,734 91,153

営業外費用

支払利息 23,044 26,807

支払手数料 5,586 5,850

その他 18,123 7,857

営業外費用合計 46,753 40,514

経常利益 2,833,526 2,420,468

特別損失

固定資産除売却損 17,662 9,005

ゴルフ会員権評価損 － 2,300

特別損失合計 17,662 11,305

税金等調整前四半期純利益 2,815,864 2,409,162

法人税等 1,120,131 906,492

少数株主損益調整前四半期純利益 1,695,732 1,502,669

少数株主利益 21,507 10,696

四半期純利益 1,674,224 1,491,973
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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 1,695,732 1,502,669

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △43,485 △2,472

為替換算調整勘定 △184,542 39,779

その他の包括利益合計 △228,027 37,307

四半期包括利益 1,467,704 1,539,977

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,508,565 1,512,179

少数株主に係る四半期包括利益 △40,861 27,798
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

(注) １ 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

２ 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

（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

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称

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)

前年同四半期比

生産高(千円) 生産高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

5,019,734 4,424,184 △595,549 △11.9

産業機械用部品への加工 2,780,650 2,573,372 △207,278 △ 7.5

鉄鋼用設備部品への加工 2,133,493 2,096,948 △36,545 △ 1.7

その他の溶射加工 3,025,596 3,230,447 204,851 ＋ 6.8

溶射加工 計 12,959,475 12,324,952 △634,522 △ 4.9

ＴＤ処理加工 675,660 629,586 △46,074 △ 6.8

ＺＡＣコーティング加工 433,229 294,922 △138,306 △31.9

ＰＴＡ処理加工 370,715 344,246 △26,469 △ 7.1

その他のセグメント 2,141,440 2,378,557 237,116 ＋11.1

合 計 16,580,521 15,972,265 △608,256 △ 3.7

トーカロ㈱　(3433)　平成25年３月期　第３四半期決算短信
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(注) １ 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

２ 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

(注) １ 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

２ 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称

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)

前年同四半期比

受注高(千円) 受注高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

5,142,741 4,393,030 △749,710 △14.6

産業機械用部品への加工 3,030,316 2,398,769 △631,546 △20.8

鉄鋼用設備部品への加工 2,086,929 2,156,690 69,761 ＋ 3.3

その他の溶射加工 3,097,047 3,246,368 149,320 ＋ 4.8

溶射加工 計 13,357,034 12,194,859 △1,162,175 △ 8.7

ＴＤ処理加工 672,985 631,710 △41,274 △ 6.1

ＺＡＣコーティング加工 427,981 285,713 △142,268 △33.2

ＰＴＡ処理加工 393,558 299,826 △93,731 △23.8

その他のセグメント 2,392,416 2,520,071 127,654 ＋ 5.3

合 計 17,243,976 15,932,181 △1,311,795 △ 7.6

(受注残高)

セグメントの名称

前第３四半期

連結会計期間末

(平成23年12月31日)

当第３四半期

連結会計期間末

(平成24年12月31日)

前年同四半期比

受注残高(千円) 受注残高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

659,694 457,577 △202,116 △30.6

産業機械用部品への加工 392,969 195,055 △197,914 △50.4

鉄鋼用設備部品への加工 385,952 482,663 96,711 ＋25.1

その他の溶射加工 378,064 374,041 △4,022 △ 1.1

溶射加工 計 1,816,681 1,509,338 △307,343 △16.9

ＴＤ処理加工 39,398 32,580 △6,818 △17.3

ＺＡＣコーティング加工 40,722 29,513 △11,208 △27.5

ＰＴＡ処理加工 99,853 68,939 △30,913 △31.0

その他のセグメント 428,005 566,381 138,376 ＋32.3

合 計 2,424,661 2,206,754 △217,907 △ 9.0
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(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

以 上

③ 販売実績

セグメントの名称

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)

前年同四半期比

販売高(千円) 販売高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

5,019,734 4,424,184 △595,549 △11.9

産業機械用部品への加工 2,780,650 2,573,372 △207,278 △ 7.5

鉄鋼用設備部品への加工 2,133,493 2,096,948 △36,545 △ 1.7

その他の溶射加工 3,025,596 3,230,447 204,851 ＋ 6.8

溶射加工 計 12,959,475 12,324,952 △634,522 △ 4.9

ＴＤ処理加工 675,660 629,586 △46,074 △ 6.8

ＺＡＣコーティング加工 433,229 294,922 △138,306 △31.9

ＰＴＡ処理加工 370,715 344,246 △26,469 △ 7.1

その他のセグメント 2,141,440 2,378,557 237,116 ＋11.1

合 計 16,580,521 15,972,265 △608,256 △ 3.7

トーカロ㈱　(3433)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

-10-




