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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） 

 

(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3月期第3四半期 3,352 2.9 222 39.8 326 364.5 204 ―
24年3月期第3四半期 3,258 1.4 159 51.2 70 ― △11 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 235百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △69百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 38.79 ―
24年3月期第3四半期 △2.15 ―

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 5,753 4,020 69.9
24年3月期 5,668 3,890 68.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  4,020百万円 24年3月期  3,890百万円

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3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 20.00 20.00

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）  
（％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 4,500 1.8 287 23.7 217 △6.3 110 3.0 20.91



(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、金融商品取引法にに基づく四半期レビュー報告書の対象外でありますが、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レビュー手続は終了しております。 

※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2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  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   ：  有
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3月期3Q 5,523,592 株 24年3月期 5,523,592 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 260,752 株 24年3月期 260,678 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 5,262,907 株 24年3月期3Q 5,262,914 株
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1． 当四半期の連結業績等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、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかな

回復の兆しが見られました。また長期化していた円高や株価の低迷など不透明な状況が続いており

ましたが、政権交代による経済政策への期待感から為替相場は円安方向、株式市況は上昇傾向へと

変化の兆しが見られ、徐々に改善されてきております。一方で、欧米の財政問題の長期化、また中

国を中心とした新興国の成長鈍化の傾向など懸念材料もあり、依然として先行きが不透明な状況が

続いております。   

   このような経済環境のなかで、当社グループは、新製品提案や新規顧客の獲得を重点に販売活動

進めてまいりました。 

海外、国内ともに、全般的な設備投資の抑制傾向等もあり、受注高は低調に推移いたしましたが、

中・小型の案件、リピータ受注を中心に売上高は 33 億 52 百万円となり、前年同四半期と比べ 94

百万円（2.9％）の増加となりました。 

利益面につきましては、諸経費の削減に取り組んでまいりました結果、営業利益は 2 億 22 百万

円と前年同四半期と比べ 63 百万円（39.8%）の増益となりました。また為替相場の円安傾向により 

為替差益 69 百万円また、投資有価証券評価益 19 百万円を計上したことにより、経常利益は 3億 26

百万円と前年同四半期と比べ 2 億 55 百万円と増益となりました、四半期純利益は 2 億 4 百万円と

前年同四半期と比べ 2億 15 百万円の増益となりました。 

 

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

    財政状態に関する分析 

   当第３四半期連結会計期間末の総資産額は 57 億 53 百万円となり、前連結会計年度末と比較して

84 百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金 77 百万円、たな卸資産 99 百万円

等によるものであります。 

   純資産額は 40 億 20 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 1 億 29 百万円増加いたしまし

た。主な要因は、四半期純利益 2 億 4 百万円の計上、剰余金の配当 1 億 5 百万円の減少によるもの

であります。 
 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、 近の経済状況を踏まえ修正しております。詳細は、平成 24 年   

11 月７日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

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 

   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。 
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（3）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） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第 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、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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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 2,034,487 1,868,823

受取手形及び売掛金 1,271,809 1,348,976

商品及び製品 291,866 294,992

原材料及び貯蔵品 166,576 262,836

繰延税金資産 16,319 9,338

その他 7,176 7,232

貸倒引当金 △5,108 △3,510

流動資産合計 3,783,126 3,788,689

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 316,833 303,754

機械装置及び運搬具（純額） 6,612 15,797

工具、器具及び備品（純額） 10,393 12,947

土地 934,341 934,341

リース資産（純額） 46,389 52,497

有形固定資産合計 1,314,569 1,319,338

無形固定資産 7,768 7,131

投資その他の資産   

投資有価証券 422,535 503,075

繰延税金資産 128,013 121,825

その他 14,828 13,525

貸倒引当金 △1,901 △355

投資その他の資産合計 563,476 638,069

固定資産合計 1,885,815 1,964,539

資産合計 5,668,941 5,753,228
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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 1,222,390 1,208,128

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 79,389 53,572

賞与引当金 38,075 9,497

その他 94,836 102,075

流動負債合計 1,534,692 1,473,273

固定負債   

退職給付引当金 122,024 123,304

役員退職慰労引当金 100,928 108,213

その他 20,743 27,888

固定負債合計 243,697 259,406

負債合計 1,778,389 1,732,680

純資産の部   

株主資本   

資本金 393,997 393,997

資本剰余金 283,095 283,095

利益剰余金 3,449,677 3,548,542

自己株式 △158,835 △158,866

株主資本合計 3,967,935 4,066,769

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △77,382 △46,221

その他の包括利益累計額合計 △77,382 △46,221

純資産合計 3,890,552 4,020,547

負債純資産合計 5,668,941 5,753,228
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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 3,258,389 3,352,467

売上原価 2,365,560 2,415,445

売上総利益 892,828 937,022

販売費及び一般管理費 733,784 714,658

営業利益 159,044 222,363

営業外収益   

受取利息 262 323

受取配当金 11,940 10,390

為替差益 － 69,913

投資有価証券評価益 － 19,080

その他 1,994 4,647

営業外収益合計 14,197 104,354

営業外費用   

支払利息 533 512

投資有価証券評価損 13,684 －

為替差損 85,917 －

その他 2,888 64

営業外費用合計 103,023 577

経常利益 70,218 326,141

特別損失   

固定資産除却損 34 273

投資有価証券評価損 24,840 －

特別損失合計 24,874 273

税金等調整前四半期純利益 45,343 325,867

法人税、住民税及び事業税 37,280 108,590

法人税等調整額 19,385 13,154

法人税等合計 56,665 121,745

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（△）

△11,322 204,122

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,322 204,122
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△11,322 204,122

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58,531 31,161

その他の包括利益合計 △58,531 31,161

四半期包括利益 △69,853 235,284

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △69,853 235,284

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

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) 

 該当事項はありません。 

 

（4）セグメント情報等 

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)及び当第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) 

 

当社グループの報告セグメントが「ミニプリンタの開発・製造・販売事業」のみであるため、記

載を省略しております。 

 

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   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）  

    該当事項はありません。 
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