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（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 4,113 7.2 131 29.1 144 13.5 97 △19.2
23年12月期第３四半期 3,839 4.3 101 65.2 127 20.3 120 26.6

（注）包括利益 平成24年12月期第３四半期99百万円（△17.6％） 平成23年12月期第３四半期120百万円（－％） 

 
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 5 47 －
23年12月期第３四半期 6 78 －

 
(2) 連結財政状態 

 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

24年12月期第３四半期 3,367 1,852 53.9 102 18
23年12月期 3,213 1,753 53.4 96 64

（参考） 自己資本  24年12月期第３四半期 1,813百万円 23年12月期 1,715百万円 

 
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 

23年12月期 － － － 0 00 0 00 
24年12月期 － － －  
24年12月期(予想)  0 00 0 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） 

 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 5,000 △2.4 100 6.9 130 3.9 130 △10.3 7 32
（注）直近に公表されている連結業績予想数値の修正の有無 ： 無 
 



 

４．その他 
 
(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 ： 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) 24年12月期３Ｑ 17,760,000株 23年12月期 17,760,000株
② 期末自己株式数 24年12月期３Ｑ 8,349株 23年12月期 8,349株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年12月期３Ｑ 17,751,651株 23年12月期３Ｑ 17,752,720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連結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〕Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などにより一

部に緩やかな回復の兆しが見られたものの、長期化するデフレや円高に加え、ユーロ圏の債務問

題を背景とした海外経済の減速など、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループは、積極的な営業活動に取り組み、技術開発力の強化、

経費の削減等諸施策を展開いたしました結果、全体の売上高は前年同期比7.2％増の41億13百万

円、経常利益は１億44百万円（前年同期比13.5％増）、四半期純利益は97百万円（前年同期比

19.2％減）となりました。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は33億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億54

百万円増加しました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金の増加１億91百万円等により、１億94百

万円増加となりました。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、有形固定資産の減少46百万円等により、40百万円減少

となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ、賞与引当金の増加63百万円等により、72百万円増加と

なりました。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、退職給付引当金の減少14百万円等により、17百万円減

少となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ、四半期純利益97百万円等により、99百万円増加となりま

した。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、前回（平成24年２月17日発表「平成23年12月 決算短信」に記

載しております。）の業績予想からの変更はありません。なお、業績見通し等に変更が生じる場

合には速やかにお知らせいたします。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する情報 

(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関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。 
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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 346,597  537,817

  受取手形及び売掛金 1,007,703  1,004,045

  商品及び製品 145,489  147,392

  原材料 115,156  111,253

  仕掛品 24,704  24,063

  繰延税金資産 39,974  49,188

  その他 799  808

  貸倒引当金 △1,108  △703

  流動資産合計 1,679,317  1,873,866

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 346,555  326,713

   機械装置及び運搬具（純額） 143,099  113,401

   土地 901,928  901,928

   その他（純額） 2,774  5,339

   有形固定資産合計 1,394,358  1,347,384

  無形固定資産  

   ソフトウエア 889  2,108

   電話加入権 7,084  7,084

   無形固定資産合計 7,973  9,192

  投資その他の資産  

   投資有価証券 55,674  61,411

   敷金及び保証金 75,147  74,631

   繰延税金資産 677  747

   その他 300  300

   投資その他の資産合計 131,799  137,089

  固定資産合計 1,534,132  1,493,666

 資産合計 3,213,449  3,367,533

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 848,831  856,105

  未払金 153,966  137,355

  未払法人税等 19,101  62,878

  賞与引当金 31,119  95,117

  その他 110,400  84,571

  流動負債合計 1,163,418  1,236,028

 固定負債  

  退職給付引当金 152,558  138,327

  役員退職慰労引当金 18,494  20,426

  繰延税金負債 46,412  43,156

  その他 79,114  77,017

  固定負債合計 296,580  278,927

 負債合計 1,459,998  1,514,956
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  (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 1,090,800  1,090,800

  資本剰余金 64,000  64,000

  利益剰余金 563,373  660,528

  自己株式 △1,426  △1,426

  株主資本合計 1,716,747  1,813,902

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 △1,292  △79

  その他の包括利益累計額合計 △1,292  △79

 少数株主持分 37,996  38,753

 純資産合計 1,753,451  1,852,576

負債純資産合計 3,213,449  3,367,533
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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 3,839,145  4,113,700

売上原価 2,825,186  3,098,800

売上総利益 1,013,958  1,014,899

販売費及び一般管理費  

 販売費 103,095  84,596

 一般管理費 809,246  799,125

 販売費及び一般管理費合計 912,341  883,722

営業利益 101,617  131,177

営業外収益  

 受取利息 5  3

 受取配当金 1,140  1,192

 作業くず売却益 15,349  10,285

 助成金収入 6,527  941

 その他 7,763  6,197

 営業外収益合計 30,787  18,620

営業外費用  

 支払利息 4,542  4,567

 手形売却損 162  －

 その他 55  368

 営業外費用合計 4,761  4,936

経常利益 127,642  144,862

特別損失  

 固定資産除却損 －  8

 特別損失合計 －  8

税金等調整前四半期純利益 127,642  144,854

法人税、住民税及び事業税 14,970  60,314

法人税等調整額 △9,033  △13,372

法人税等合計 5,937  46,942

少数株主損益調整前四半期純利益 121,705  97,912

少数株主利益 1,420  757

四半期純利益 120,284  97,154
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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 121,705  97,912

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △1,466  1,212

 その他の包括利益合計 △1,466  1,212

四半期包括利益 120,239  99,125

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 118,818  98,367

 少数株主に係る四半期包括利益 1,420  757
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

(セグメント情報) 

Ⅰ 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） 

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） 

報告セグメント 

 
鋼製品 

関連事業 

デンタル 

関連事業 

書庫ロッカー 

関連事業 

ＯＡフロア

関連事業

自動車 

関連事業
計 

その他

(注)１
合計 

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

売上高     

１.外部顧客

へ の売上

高 

1,119,213 1,104,469 1,047,970 206,233 298,780 3,776,668 62,477 3,839,145 － 3,839,145

２.セグメン

ト 間の内

部 売上高

又 は振替

高 

－ － 37,003 － － 37,003 － 37,003 △37,003 －

計 1,119,213 1,104,469 1,084,974 206,233 298,780 3,813,671 62,477 3,876,149 △37,003 3,839,145

セグメント

利益 
77,581 46,379 73,438 13,722 1,685 212,807 40,689 253,496 △151,879 101,617

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物等の賃貸を行っておりま

す。 

２  セグメント利益の調整額△151,879千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３  セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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Ⅱ 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） 

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） 

報告セグメント 

 
鋼製品 

関連事業 

デンタル 

関連事業 

書庫ロッカー 

関連事業 

ＯＡフロア

関連事業

自動車 

関連事業
計 

その他

(注)１
合計 

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額 

売上高     

１.外部顧客

へ の 売 上

高 

1,116,367 1,178,523 1,096,242 120,256 535,203 4,046,593 67,106 4,113,700 － 4,113,700

２.セグメン

ト 間の内

部 売上高

又 は振替

高 

－ － 33,588 － － 33,588 － 33,588 △33,588 －

計 1,116,367 1,178,523 1,129,830 120,256 535,203 4,080,181 67,106 4,147,288 △33,588 4,113,700

セグメント

利益 
106,158 55,300 73,749 18,839 3,019 257,067 31,729 288,796 △157,618 131,177

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物等の賃貸を行っておりま

す。 

２  セグメント利益の調整額△157,618千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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