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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 26,252 △0.4 440 △21.7 412 △20.1 244 △14.0
24年3月期第3四半期 26,351 △8.2 562 6.9 515 4.3 283 0.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 252百万円 （7.8％） 24年3月期第3四半期 234百万円 （△7.1％）

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 26.92 ―
24年3月期第3四半期 31.30 ―

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 13,661 5,812 41.1
24年3月期 13,306 5,432 40.8
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  5,612百万円 24年3月期  5,432百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ― 4.00 ―
25年3月期（予想） 4.00 8.00

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  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成25年２月４日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 35,000 1.6 590 △19.1 550 △17.7 310 △14.6 34.18



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(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２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」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 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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
際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的
情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） PT. S&S Hygiene Solution 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 10,000,000 株 24年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 931,669 株 24年3月期 931,669 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 9,068,331 株 24年3月期3Q 9,068,331 株
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（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、復興需要等を背景に内需は堅調に推移し、昨年末からは株価

の回復や過度な円高の修正等徐々に上昇傾向を示しつつありますが、海外経済の低迷による輸出関連の伸び悩みや

長期化するデフレ問題等、停滞感を漂わせて推移しました。また、依然として当社の重要な市場のひとつである電

子材料市場は厳しい環境下にあり、海外においても、欧州の緊縮財政や中国に代表されるアジアの新興国経済の減

速が鮮明となり、先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 当グループにおきましても、このような状況のもと、積極的な営業活動や販売効率の改善、海外事業戦略の強化

に取り組みましたが、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高につきましては前第３四半期連結累計期間

に比べ減収となりました。利益面におきましても、前連結会計年度における引当金戻入効果の解消による営業費用

の増加等もあり、減益となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前第３四半期連結累計期間に比べ ％減の 百万円と

なり、営業利益は ％減の 百万円、経常利益は ％減の 百万円、四半期純利益は ％減の 百万円

となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加して、 百万円となりました。増加の主な要因は、受取

手形及び売掛金が 百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少して、 百万円となりました。減少の主な要因は、未払法人

税等が 百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加して、 百万円となりました。増加の主な要因は、少数株

主持分が 百万円増加したこと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 

 平成25年３月期の通期の連結業績予想につきましては、業績の動向や経営環境等を踏まえて見直しを行った結

果、平成24年５月９日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。 

 詳細は本日（平成25年２月４日）別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第３四半期連結会計期間より、PT. S&S Hygiene Solutionを新たに設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。 

   

（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   

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

0.4 26,252

21.7 440 20.1 412 14.0 244

354 13,661

391

25 7,848

50

380 5,812

200

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 3,199,569 2,979,819

受取手形及び売掛金 8,342,448 8,734,415

商品 1,120,751 1,282,399

その他 114,023 110,439

貸倒引当金 △5,078 △5,976

流動資産合計 12,771,714 13,101,096

固定資産   

有形固定資産 133,930 129,489

無形固定資産 27,048 22,801

投資その他の資産   

その他 409,425 442,438

貸倒引当金 △35,875 △34,817

投資その他の資産合計 373,550 407,621

固定資産合計 534,530 559,911

資産合計 13,306,244 13,661,008

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,750,461 6,754,156

短期借入金 715,189 753,738

未払法人税等 91,955 41,392

引当金 66,982 42,279

その他 126,835 127,744

流動負債合計 7,751,424 7,719,311

固定負債   

引当金 73,301 71,679

その他 49,301 57,387

固定負債合計 122,602 129,067

負債合計 7,874,027 7,848,378

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,471 697,471

利益剰余金 4,195,728 4,367,265

自己株式 △188,621 △188,621

株主資本合計 5,524,578 5,696,116

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 41,649 43,557

繰延ヘッジ損益 3,004 8,206

為替換算調整勘定 △137,015 △135,577

その他の包括利益累計額合計 △92,361 △83,813

少数株主持分 － 200,326

純資産合計 5,432,217 5,812,629

負債純資産合計 13,306,244 13,661,008



（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 26,351,302 26,252,897

売上原価 24,735,995 24,694,907

売上総利益 1,615,306 1,557,990

販売費及び一般管理費 1,052,707 1,117,282

営業利益 562,598 440,707

営業外収益   

受取利息 1,050 803

受取配当金 7,872 8,510

為替差益 － 6,195

その他 2,226 3,306

営業外収益合計 11,149 18,817

営業外費用   

支払利息 3,465 3,413

支払保証料 25,873 27,549

売上割引 13,359 12,077

その他 15,569 4,473

営業外費用合計 58,267 47,514

経常利益 515,480 412,010

税金等調整前四半期純利益 515,480 412,010

法人税等 231,613 167,926

少数株主損益調整前四半期純利益 283,866 244,084

少数株主利益 － －

四半期純利益 283,866 244,084



（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 283,866 244,084

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,527 1,907

繰延ヘッジ損益 △1,250 5,202

為替換算調整勘定 △33,696 1,438

その他の包括利益合計 △49,473 8,548

四半期包括利益 234,392 252,632

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 234,392 252,632

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。  

  

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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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