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１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第３四半期 19,110 1.6 149 498.4 188 221.4 △298 －
25年３月期第３四半期 18,815 0.7 25 － 58 － △7 －

(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 382百万円( －％) 25年３月期第３四半期 3百万円( －％)

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

26年３月期第３四半期 △33.51 －
25年３月期第３四半期 △0.85 －

（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 ％

26年３月期第３四半期 27,499 18,352 66.7
25年３月期 27,658 18,228 65.9

(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 18,352百万円  25年３月期 18,228百万円

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

25年３月期 － 14.00 － 14.00 28.00
26年３月期 － 15.00 －

26年３月期(予想) 15.00 30.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 30,000 6.6 1,500 24.6 1,500 19.8 670 △43.2 75.29

(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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成
に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

（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 ： 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

（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) 26年３月期３Ｑ 9,924,075株 25年３月期 9,924,075株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 1,024,849株 25年３月期 1,024,527株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 8,899,373株 25年３月期３Ｑ 8,899,662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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対する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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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等については、【添付資料】３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業
績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融緩和策などを背景

に、円安の進行や株価の上昇など回復基調で推移しました。一方で、中国をはじめとした新興国の景

気減速などの情勢不安は少なからず日本経済にも影響を与え、依然として不透明な状況となっており

ます。 

このような情勢のもと、当社は、首都圏を中心に重点顧客や医療・福祉施設向けの営業活動を強化

し、お客様との接点を増やすことで、お客様のニーズに合った提案やサービスの提供を行うことに重

点をおき活動いたしました。 

その結果、売上高は191億10百万円(前年同四半期比1.6％増)となりました。損益面では、提案営業

による売価の改善および全社を挙げて原価低減活動を継続的に取り組んだ結果、売上総利益率は

40.5％(前年同四半期比1.4ポイントの改善)となりました。営業利益は１億49百万円(前年同四半期比

498.4％増)、経常利益は１億88百万円(前年同四半期比221.4％増)、四半期純損失においては２億98

百万円(前年同四半期は四半期純損失７百万円)となりました。なお、四半期純損失については第２四

半期連結累計期間に当社連結子会社である格満林(南京)実業有限公司の固定資産の減損損失を計上し

たためであります。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 日本

日本国内の景気においては、政府への期待感など明るい兆しはありますが、景気回復は実感とし

て感じられるところまでいっておらず、依然として不透明な状況にあります。その中でも、首都圏

を中心に重点顧客や医療・福祉施設向けの営業活動を強化し、お客様との接点を増やすことで、お

客様のニーズに合った提案やサービスの提供を行うことに重点をおき活動いたしました。その結

果、当セグメントの売上高は184億20百万円(前年同四半期比2.2％増)となり、営業利益は１億55百

万円(前年同四半期は営業損失77百万円)となりました。 

② 中国

中国国内においては、日中関係の情勢不安など不透明な状況が続く中、積極的な営業活動及び業

務体制の効率化に取り組んでまいりました。この結果、当セグメントの売上高は６億90百万円(前

年同四半期比12.3％減)となり、営業損失は５百万円(前年同四半期は営業利益１億３百万円)とな

りました。 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ１億59百万円減少の274億99百

万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ４億23百万円減少の173億78百万円となりました。これは主

に、現金及び預金が２億78百万円、商品及び製品が９億32百万円、原材料及び貯蔵品が４億21百万円

増加しましたが、受取手形及び売掛金が23億86百万円減少したこと等によります。固定資産は、前連

結会計年度末と比べ２億64百万円増加の101億20百万円となりました。これは主に、投資有価証券が

２億59百万円増加したこと等によります。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ１億34百万円減少の48億85百万円となりました。これは主

に、賞与引当金が２億34百万円減少したこと等によります。固定負債は、前連結会計年度末と比べ１

億48百万円減少の42億61百万円となりました。これは主に、長期借入金が３億円減少したこと等によ

ります。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ１億23百万円増加の183億52百万円となりました。これは

主に、その他有価証券評価差額金が１億67百万円、為替換算調整勘定が５億13百万円増加しました

が、利益剰余金が５億56百万円減少したこと等によります。自己資本比率は、前連結会計年度末と比

べ0.8ポイント上昇の66.7％となりました。 

通期の業績予測につきましては、平成25年11月５日に発表しました通期の業績予想に変更はありま

せん。 

該当事項はありません。 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて

税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっ

ております。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,123 6,401

受取手形及び売掛金 9,361 6,975

商品及び製品 1,165 2,097

仕掛品 112 192

原材料及び貯蔵品 652 1,073

繰延税金資産 342 355

その他 217 461

貸倒引当金 △171 △177

流動資産合計 17,802 17,378

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,459 2,294

機械装置及び運搬具（純額） 1,028 1,016

土地 3,405 3,426

建設仮勘定 5 15

その他（純額） 139 143

有形固定資産合計 7,038 6,895

無形固定資産

その他 638 658

無形固定資産合計 638 658

投資その他の資産

投資有価証券 1,190 1,449

長期貸付金 74 68

繰延税金資産 11 11

その他 932 1,065

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 2,179 2,566

固定資産合計 9,856 10,120

資産合計 27,658 27,499
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,890 1,760

短期借入金 525 400

未払法人税等 188 54

賞与引当金 550 316

役員賞与引当金 24 21

その他 1,840 2,332

流動負債合計 5,020 4,885

固定負債   

長期借入金 1,035 735

繰延税金負債 139 231

再評価に係る繰延税金負債 384 384

退職給付引当金 2,567 2,629

その他 283 281

固定負債合計 4,410 4,261

負債合計 9,430 9,146

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,121 7,121

資本剰余金 7,412 7,412

利益剰余金 4,458 3,901

自己株式 △947 △948

株主資本合計 18,044 17,488

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 157 324

土地再評価差額金 277 277

為替換算調整勘定 △250 262

その他の包括利益累計額合計 183 864

純資産合計 18,228 18,352

負債純資産合計 27,658 27,499
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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：百万円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 18,815 19,110

売上原価 11,466 11,361

売上総利益 7,348 7,749

販売費及び一般管理費 7,323 7,599

営業利益 25 149

営業外収益   

受取利息 22 30

受取配当金 15 19

為替差益 2 －

受取賃貸料 11 11

その他 24 49

営業外収益合計 77 111

営業外費用   

支払利息 21 17

持分法による投資損失 0 0

為替差損 － 35

売上割引 13 12

その他 9 7

営業外費用合計 43 73

経常利益 58 188

特別利益   

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産除却損 14 14

減損損失 － 374

投資有価証券評価損 8 4

ゴルフ会員権評価損 3 －

特別損失合計 26 393

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（△）

32 △204

法人税等 40 93

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7 △298

四半期純損失（△） △7 △298
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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：百万円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7 △298

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2 167

為替換算調整勘定 9 513

その他の包括利益合計 11 680

四半期包括利益 3 382

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3 382

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

当第３四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

５．補足情報

（１）受注及び販売の状況

① 受注実績

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比 

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比 
(％)

日本 21,812 104.1 9,661 110.9

中国 1,314 223.2 1,693 263.3

合計 23,126 107.4 11,355 121.4
 

② 販売実績

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

日本 18,420 102.2

中国 690 87.7

合計 19,110 101.6
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