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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 7,288 △1.5 265 △6.9 475 46.5 343 152.0
24年3月期第3四半期 7,396 △14.1 284 △61.9 324 △54.4 136 △71.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 733百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △540百万円 （―％）

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 27.73 ―
24年3月期第3四半期 11.00 ―

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

25年3月期第3四半期 30,086 27,591 91.7 2,224.44
24年3月期 30,179 27,020 89.5 2,178.17
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  27,591百万円 24年3月期  27,020百万円

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  
期末配当については未定であります。 

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
25年3月期 ― 6.00 ―
25年3月期（予想） ― ―

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 10,500 4.8 300 △7.2 390 △32.9 314 171.9 25.31



(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  ：  有  
（注）詳細は添付資料２ページをご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は添付資料２ページをご覧ください。 

(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 
業績予測等は、現時点で入手可能な情報および合理的と判断した前提に基づいて作成しておりますが、将来の予測であり、リスクや不確定要素を含んでおりま
す。したがいまして、実際の業績は業況の変化など、経済情勢の変動等に関わるリスクや不確定性により予想と大きくかけ離れた結果となる可能性があります。 

※  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 13,079,525 株 24年3月期 13,079,525 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 675,749 株 24年3月期 674,295 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 12,405,183 株 24年3月期3Q 12,405,398 株
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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世界経済は、欧州景気の長期停滞や中国をはじめとする新興国経済の

減速などから引続き低調に推移しましたが、欧州債務危機に対する制度的対応の進展や、中国における景気

回復の兆しなどプラスの面も見られました。一方、わが国経済は、震災復興需要による持ち直しは一部あっ

たものの、海外景気減速、円高の長期化、近隣諸国との関係悪化などにより輸出が伸び悩み、厳しい状況が

続きました。しかし、衆議院の解散以降、デフレ脱却を目指す新政権への期待から、円高修正や株価回復が

進みました。 

 このような事業環境の中で、当社グループは既存の電機市場に加え、自動車ビジネス市場攻略に向けた本

格的な開発・生産・販売体制を構築して事業拡大に注力すると共に、ITOフィルム事業の生産体制・販売体制

を強化するなど、新たな柱となる事業基盤の整備強化に注力してまいりましたが、主力市場である電機業界

の業績不振の影響もあり、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は72億８千８百万円（前年同

期比1.5％減）、営業利益は２億６千５百万円（前年同期比6.9％減）となりました。一方、経常利益は円高修

正の進行により為替差損が為替差益に転じたことなどから４億７千５百万円（前年同期比46.5％増）の増益

となり、四半期純利益も３億４千３百万円（前年同期比152.0％増）となりました。 

 (2）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年11月14日に公表いたしました通期の連結業績予想に

変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1）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もり、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。 

(2）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分することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

四半期連結財務諸表提出会社 

 法人税法の改正に伴い、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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ4,639千円増加しております。 

 

－ 2 －

北川工業㈱（6896） 平成25年３月期　第３四半期決算短信



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 9,467,853 9,343,999

受取手形及び売掛金 2,870,678 2,723,122

有価証券 4,601,958 6,003,251

商品及び製品 411,406 495,557

仕掛品 92,364 98,171

原材料及び貯蔵品 97,720 93,291

その他 439,902 492,934

貸倒引当金 △3,296 △3,216

流動資産合計 17,978,587 19,247,111

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,753,892 3,736,885

その他（純額） 3,252,430 3,050,969

有形固定資産合計 7,006,323 6,787,854

無形固定資産   

その他 500,329 501,514

無形固定資産合計 500,329 501,514

投資その他の資産   

投資有価証券 2,094,816 817,550

その他 2,616,974 2,750,324

貸倒引当金 △17,960 △18,351

投資その他の資産合計 4,693,831 3,549,523

固定資産合計 12,200,484 10,838,892

資産合計 30,179,072 30,086,003

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,535,624 1,166,528

未払法人税等 116,543 91,143

賞与引当金 223,980 97,845

その他 483,629 379,242

流動負債合計 2,359,779 1,734,759

固定負債   

退職給付引当金 448,223 396,903

役員退職慰労引当金 334,480 －

長期未払金 － 337,030

その他 15,834 25,832

固定負債合計 798,537 759,766

負債合計 3,158,316 2,494,525
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,770,000 2,770,000

資本剰余金 3,915,130 3,915,130

利益剰余金 23,642,439 23,825,144

自己株式 △957,468 △958,654

株主資本合計 29,370,100 29,551,620

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 62,387 77,470

為替換算調整勘定 △2,411,731 △2,037,612

その他の包括利益累計額合計 △2,349,344 △1,960,141

純資産合計 27,020,755 27,591,478

負債純資産合計 30,179,072 30,086,003
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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 7,396,619 7,288,416

売上原価 3,934,096 3,862,420

売上総利益 3,462,523 3,425,996

販売費及び一般管理費 3,177,846 3,160,888

営業利益 284,676 265,107

営業外収益   

受取利息 80,444 71,177

受取配当金 6,362 4,765

為替差益 － 84,052

その他 70,783 60,931

営業外収益合計 157,589 220,926

営業外費用   

支払利息 1,020 1,307

為替差損 107,451 －

売上割引 2,376 1,635

賃貸収入原価 4,690 4,621

その他 2,222 3,139

営業外費用合計 117,761 10,703

経常利益 324,505 475,329

特別利益   

固定資産売却益 1,372 81,999

投資有価証券売却益 7,931 17,288

特別利益合計 9,303 99,288

特別損失   

固定資産売却損 955 6,127

固定資産除却損 412 29,263

投資有価証券売却損 4,558 65,453

投資有価証券評価損 12,115 －

投資有価証券償還損 － 13,796

災害による損失 45,583 －

特別損失合計 63,626 114,641

税金等調整前四半期純利益 270,182 459,977

法人税等 133,671 116,004

少数株主損益調整前四半期純利益 136,510 343,973

四半期純利益 136,510 343,973
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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 136,510 343,973

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,249 15,083

為替換算調整勘定 △647,837 374,119

その他の包括利益合計 △677,087 389,202

四半期包括利益 △540,576 733,175

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △540,576 733,175

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 

  該当事項はありません。 

 

 (4）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。 

 

以上 
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