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(百万円未満切捨て)
１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31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 ％

26年３月期第３四半期 79,322 18.6 5,738 236.0 5,992 ― 2,245 ―

25年３月期第３四半期 66,874 △2.9 1,707 ― 349 ― △1,558 ―
(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 4,666百万円( ―％) 25年３月期第３四半期 △249百万円( ―％)

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

26年３月期第３四半期 20.79 ―

25年３月期第３四半期 △16.82 ―
（注）平成26年3月期第3四半期の経常利益の対前年同四半期増減率は、1,000％を超えるため、「―」と記載しておりま

す。

（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

26年３月期第３四半期 129,627 52,521 39.9 479.33

25年３月期 129,503 49,022 37.4 448.77
(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 51,775百万円 25年３月期 48,474百万円

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

25年３月期 ― 2.00 ― 4.00 6.00

26年３月期 ― 5.00 ―

26年３月期(予想) 5.00 10.00
(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３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 110,000 13.0 11,500 120.5 10,000 188.0 5,000 877.1 46.29
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

（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) 26年３月期３Ｑ 108,085,842株 25年３月期 108,085,842株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 71,127株 25年３月期 70,403株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 108,015,032株 25年３月期３Ｑ 92,618,243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
本資料における業績予想は、本資料の発表日現在においての将来の事業環境の動向、競合状況、為替変動等に関する
予想を前提としており、実際の業績は、今後様々な要因により、業績予想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3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照下さい。
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当第３四半期における経済環境は、米国では内需を中心に景気は回復をみせている一方、欧州では南欧諸国を中

心に引き続き不透明感があります。その他の新興国群でも、各国で状況は異なるものの景気の回復力は弱く依然と

して停滞した推移を示しております。

日本においては、政府経済対策による公的需要や、緩やかな海外経済回復及び円安といった輸出環境の好転等が

牽引となり、景気は順調な回復が続いております。

このような経済環境にあって当社グループは、独創的な発想による新規事業の開拓を加速し利益ある持続的成長

を実現するため、“Creativity & Growth”「創造力と成長」をスローガンに、構造改革から成長戦略へと軸足を移

し、“TOPCON WAY”の思想に基づいた企業風土の改革に取り組んでまいりました。

こうした中で、当第３四半期の当社グループの［連結］業績は、次のようになりました。

売上高は、米国・欧州での増加等や為替の影響等により７９３億２千２百万円となり、前年同期と比

べ１８．６％の増収となりました。

利益面では、売上高の増加や原価低減の効果、及び為替の影響等により、営業利益は５７億３千８百万円（前年

同期と比べ２３６．０％の増益）、経常利益は５９億９千２百万円（前年同期と比べ５６億４千３百万円の増益）

となりました。この結果、四半期純利益は２２億４千５百万円（前年同期と比べ３８億３百万円の増益）となり、

前年同期と比べ大幅に改善いたしました。

（事業セグメント毎の経営成績）

スマートインフラ・カンパニーでは、日本および中国が伸長したことにより、売上高は２３４億２千２百万円と

なり、前年同期と比べ１７．９％の増収となりました。営業利益は、この売上高の増加等により２９億２千万円の

利益となり、前年同期と比べ３２．７％の増益となりました。

ポジショニング・カンパニーでは、欧米が堅調に推移したことにより、売上高は３３１億４千８百万円となり、

前年同期と比べ３０．０％の増収となりました。営業利益は、この売上高の増加や原価低減の効果等により２２億

１千万円の利益となり、前年同期と比べ６３５．０％の増益となりました。

アイケア・カンパニーでは、欧米が堅調に推移したことにより、売上高は２６１億８千５百万円となり、前年同

期と比べ２２．４％の増収となりました。営業利益は、この売上高の増加や原価低減の効果等により２０億２千４

百万円の利益となり、前年同期と比べ１６９．１％の増益となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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当第３四半期末の財政状態は、総資産が１，２９６億２千７百万円、純資産が５２５億２千１百万円、自己資本

比率が３９．９％となりました。

総資産は、主に「現金及び預金」や「受取手形及び売掛金」が減少した一方、「商品及び製品」等のたな卸資産

が増加したこと等により、前期末（平成２５年３月期末）に比べ、１億２千４百万円増加いたしました。また、純

資産は、第３四半期純利益の計上による「利益剰余金」の増加、及び為替の影響による「為替換算調整勘定」の増

加等により、３４億９千８百万円増加いたしました。これらの結果、自己資本比率は、前期末（平成２５年３月期

末）に比べ、２．５％増加しました。

平成２５年１０月３１日に開示いたしました前回予想においては、主要な為替レートを９０円／米ドル、１２０

円／ユーロの前提としておりましたが、 近の為替の動向を鑑み、１月以降のレートを１００円／米ドル、１３５

円／ユーロに変更いたします。

通期の連結業績予想につきましては、為替レートの見直しによる好転が見込めますものの、各地域の状況を総合

的に考慮して、前回予想から変更いたしません。

今後の業績推移、市況動向を注視し、業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示いたします。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,213 13,735

受取手形及び売掛金 36,912 34,276

商品及び製品 16,051 20,805

仕掛品 4,279 4,512

原材料及び貯蔵品 6,033 7,510

その他 10,089 9,691

貸倒引当金 △1,469 △1,730

流動資産合計 89,110 88,801

固定資産

有形固定資産 11,277 11,401

無形固定資産

のれん 9,650 8,825

その他 9,241 9,783

無形固定資産合計 18,892 18,608

投資その他の資産 10,222 10,816

固定資産合計 40,392 40,826

資産合計 129,503 129,627

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,903 11,309

短期借入金 31,627 23,628

未払法人税等 1,172 2,055

製品保証引当金 584 628

その他 11,375 9,681

流動負債合計 54,662 47,303

固定負債

長期借入金 19,002 23,390

退職給付引当金 5,331 4,762

役員退職慰労引当金 35 37

その他 1,448 1,612

固定負債合計 25,818 29,802

負債合計 80,480 77,106
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 16,638 16,638

資本剰余金 21,051 20,950

利益剰余金 12,843 14,087

自己株式 △57 △58

株主資本合計 50,476 51,617

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 298 535

繰延ヘッジ損益 10 △35

為替換算調整勘定 △2,310 △342

その他の包括利益累計額合計 △2,002 157

少数株主持分 548 746

純資産合計 49,022 52,521

負債純資産合計 129,503 129,627

（株）トプコン　（7732）平成26年３月期　第３四半期決算短信

- 5 -



（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：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 66,874 79,322

売上原価 37,973 41,687

売上総利益 28,900 37,635

販売費及び一般管理費 27,192 31,896

営業利益 1,707 5,738

営業外収益

受取利息 50 48

受取配当金 25 30

持分法による投資利益 － 67

為替差益 － 870

その他 199 294

営業外収益合計 275 1,311

営業外費用

支払利息 859 780

持分法による投資損失 45 －

為替差損 557 －

その他 172 277

営業外費用合計 1,634 1,057

経常利益 349 5,992

特別損失

投資有価証券評価損 619 478

関係会社整理損 － 104

減損損失 － 25

事務所移転費用 438 －

事務所移転中止損 175 －

土地売却損 54 －

特別損失合計 1,287 609

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（△）

△938 5,382

法人税、住民税及び事業税 445 1,856

法人税等調整額 199 1,093

法人税等合計 645 2,950

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（△）

△1,583 2,432

少数株主利益又は少数株主損失（△） △25 186

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,558 2,245
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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：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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（△）

△1,583 2,432

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 369 236

繰延ヘッジ損益 0 △45

為替換算調整勘定 933 2,022

持分法適用会社に対する持分相当額 30 21

その他の包括利益合計 1,334 2,234

四半期包括利益 △249 4,666

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △260 4,405

少数株主に係る四半期包括利益 11 261
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（報告セグメントの利益又は損失の算定方法の変更）

前連結会計年度の年度末より、経営管理の手法を見直したことにより、報告セグメントの利益又は損失の算

定方法について、のれんの償却費を各報告セグメントに配分しない方法に変更しております。

なお、前第３四半期のセグメント情報は、変更後の算定方法に基づき作成しております。

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第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)

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：百万円)

報告セグメント
消去及び

全社
合計

スマートインフラ

カンパニー

ポジショニング

カンパニー

アイケア

カンパニー
その他 計

売上高

外部顧客への売上高 14,114 24,042 21,388 7,328 66,874 ─ 66,874

セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,753 1,452 ─ ─ 7,205 △7,205 ─

計 19,868 25,494 21,388 7,328 74,080 △7,205 66,874

セグメント利益
（営業利益）

2,200 300 752 △ 361 2,892 △1,184 1,707

(単位：百万円)

報告セグメント
消去及び

全社
合計

スマートインフラ

カンパニー

ポジショニング

カンパニー

アイケア

カンパニー
その他 計

売上高

外部顧客への売上高 17,378 31,251 26,185 4,506 79,322 ─ 79,322

セグメント間の内部売上高

又は振替高
6,043 1,896 ─ 20 7,960 △7,960 ─

計 23,422 33,148 26,185 4,526 87,282 △7,960 79,322

セグメント利益
（営業利益）

2,920 2,210 2,024 △67 7,088 △1,350 5,738
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〔所在地別セグメント情報〕

前第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)

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

(注) １ 売上高及びセグメント利益は当社並びに当社子会社の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２「その他」の区分に所属する地域は中東であります。

〔海外売上高〕

前第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)

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

(注) １ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２「その他」の区分に所属する主な国又は地域の内訳は以下のとおりであります。

中南米、中東、ロシア、アフリカ

(単位：百万円)

日本 北米 ヨーロッパ 中国
アジア・

オセアニア
その他

消去及び

全社
計

売上高

外部顧客への売上高 22,296 19,152 15,952 3,788 4,687 996 ─ 66,874

セグメント間の内部売上高

又は振替高
14,428 4,769 473 1,548 555 ─ △21,776 ─

計 36,725 23,921 16,426 5,337 5,242 996 △21,776 66,874

セグメント利益
（営業利益）

2,894 742 △187 38 △56 26 △1,751 1,707

(単位：百万円)

日本 北米 ヨーロッパ 中国
アジア・

オセアニア
その他

消去及び

全社
計

売上高

外部顧客への売上高 22,887 25,381 20,697 3,680 5,372 1,302 ─ 79,322

セグメント間の内部売上高

又は振替高
16,094 5,990 848 3,682 1,402 ─ △28,017 ─

計 38,981 31,372 21,546 7,362 6,775 1,302 △28,017 79,322

セグメント利益
（営業利益）

4,190 2,903 438 483 173 56 △2,507 5,738

(単位：百万円)

北米 ヨーロッパ 中国
アジア・

オセアニア
その他 計

海外売上高 14,224 14,212 6,046 8,755 6,919 50,157

連結売上高 66,874

連結売上高比(％) 21.3 21.3 9.0 13.1 10.3 75.0

(単位：百万円)

北米 ヨーロッパ 中国
アジア・

オセアニア
その他 計

海外売上高 17,687 19,800 5,777 10,182 8,181 61,629

連結売上高 79,322

連結売上高比(％) 22.3 25.0 7.3 12.8 10.3 77.7
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