
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年９月期第３四半期の連結業績（平成23年10月１日～平成24年６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９月期第３四半期 2,810 1.1 56 ― 59 ― 109 ―
23年９月期第３四半期 2,780 3.3 2 △98.0 △5 ― △29 ―

(注) 包括利益 24年９月期第３四半期 123百万円( ―％) 23年９月期第３四半期 △27百万円( ―％)

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９月期第３四半期 47.84 ―
23年９月期第３四半期 △12.90 ―

（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 ％

24年９月期第３四半期 4,512 2,193 48.6
23年９月期 4,491 2,082 46.4

(参考) 自己資本 24年９月期第３四半期 2,193百万円 23年９月期 2,082百万円

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９月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年９月期 ― 0.00 ―

24年９月期(予想) 15.00 15.00

(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９月期の連結業績予想（平成23年10月１日～平成24年９月30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 3,791 0.5 117 87.1 110 119.9 145 369.1 63.41

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

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９月期３Ｑ 2,298,500株 23年９月期 2,298,500株

② 期末自己株式数 24年９月期３Ｑ 126株 23年９月期 126株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年９月期３Ｑ 2,298,374株 23年９月期３Ｑ 2,298,430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が実施中です。

※ 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、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２ページ「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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当第３四半期連結累計期間（平成23年10月１日から平成24年６月30日まで）におけるわが国経済は、東

日本大震災からの復興とともに、企業の生産活動の回復による緩やかな持ち直しの動きが見られたもの

の、欧州債務危機や長期化する円高、電力供給の制約等のリスクにより依然として先行き不透明な状況が

継続いたしました。 

このような中、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,810,680千円（前年同四半期比30,628千円増）

となりました。利益面につきましては、売上増と共に工場稼働率の改善による売上総利益の増加により経

常利益は59,068千円（前年同四半期は5,200千円の経常損失）、四半期純利益は109,954千円（前年同四半

期は29,643千円の純損失）となりました。 

   

①資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ21,318千円増の

4,512,660千円となりました。流動資産は現金及び預金が121,960千円増加したこと等により2,105,387千

円となりました。固定資産は建物及び構築物が35,538千円減少したこと等により2,407,272千円となりま

した。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ90,502千円減の2,318,764千

円となりました。流動負債は支払手形及び買掛金が60,668千円減少したことにより1,112,368千円となり

ました。固定負債は社債が103,000千円増加したこと等により1,206,395千円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ111,820千円増の2,193,895

千円となりました。株主資本合計は利益剰余金が98,462千円増加したことにより2,213,808千円となりま

した。 

  

平成24年９月期の通期連結業績予想につきましては、平成23年11月９日に公表いたしました数値から修

正いたしました。業績予想の修正内容につきましては、本日（平成24年８月９日）別途公表しております

「平成24年９月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

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

（２）連結財政状態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
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２．四半期連結財務諸表 
（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９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 881,981 1,003,941

受取手形及び売掛金 804,482 703,175

商品及び製品 147,266 211,383

仕掛品 25,471 30,487

原材料及び貯蔵品 47,737 54,616

前払費用 17,368 13,233

繰延税金資産 63,026 58,377

その他 35,783 30,171

流動資産合計 2,023,118 2,105,387

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,785,252 1,787,388

減価償却累計額 △876,266 △913,940

建物及び構築物（純額） 908,986 873,448

土地 1,108,032 1,108,032

その他 2,214,593 2,261,823

減価償却累計額 △2,022,444 △2,086,833

その他（純額） 192,148 174,989

建設仮勘定 10,072 5,765

有形固定資産合計 2,219,240 2,162,236

無形固定資産 24,424 16,675

投資その他の資産   

投資有価証券 98,298 94,163

その他 128,555 136,294

貸倒引当金 △2,295 △2,097

投資その他の資産合計 224,558 228,360

固定資産合計 2,468,223 2,407,272

資産合計 4,491,341 4,512,660
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 611,554 550,886

短期借入金 317,526 265,976

1年内償還予定の社債 123,000 131,000

未払金 39,127 28,763

未払法人税等 19,122 11,175

その他 95,859 124,568

流動負債合計 1,206,189 1,112,368

固定負債   

社債 64,000 167,000

長期借入金 304,112 285,710

繰延税金負債 542,594 470,435

退職給付引当金 169,472 169,002

役員退職慰労引当金 93,555 97,680

その他 29,344 16,567

固定負債合計 1,203,078 1,206,395

負債合計 2,409,267 2,318,764

純資産の部   

株主資本   

資本金 460,421 460,421

資本剰余金 380,421 380,421

利益剰余金 1,274,559 1,373,021

自己株式 △56 △56

株主資本合計 2,115,345 2,213,808

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,122 △1,786

為替換算調整勘定 △31,149 △18,127

その他の包括利益累計額合計 △33,271 △19,913

純資産合計 2,082,074 2,193,895

負債純資産合計 4,491,341 4,512,660
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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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,780,052 2,810,680

売上原価 1,665,603 1,598,078

売上総利益 1,114,449 1,212,602

販売費及び一般管理費 1,112,368 1,155,962

営業利益 2,080 56,640

営業外収益   

受取利息 3,523 4,218

受取配当金 549 549

不動産賃貸料 6,484 6,381

為替差益 1,329 12,397

助成金収入 4,046 －

その他 3,882 4,971

営業外収益合計 19,817 28,518

営業外費用   

支払利息 10,580 8,564

債権売却損 4,962 5,136

不動産賃貸費用 2,086 2,040

社債発行費 1,309 2,019

投資有価証券評価損 8,160 4,470

その他 － 3,859

営業外費用合計 27,098 26,090

経常利益又は経常損失（△） △5,200 59,068

特別利益   

貸倒引当金戻入額 197 －

特別利益合計 197 －

特別損失   

固定資産除却損 888 402

減損損失 1,335 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,930 －

特別損失合計 14,153 402

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（△）

△19,157 58,665

法人税、住民税及び事業税 15,705 16,412

法人税等調整額 △5,219 △67,701

法人税等合計 10,485 △51,288

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（△）

△29,643 109,954

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △29,643 109,954
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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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６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（△）

△29,643 109,954

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 728 335

為替換算調整勘定 3,710 11,893

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,264 1,128

その他の包括利益合計 2,174 13,357

四半期包括利益 △27,468 123,312

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △27,468 123,312

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23年10月１日 至 平成24年６月30日） 

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

                                                             以 上 

（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
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