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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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３月期第１四半期 1,903 △13.4 135 △50.8 99 △64.1 14 △80.8
23年３月期第１四半期 2,197 82.4 275 － 276 － 73 －
（注）包括利益  24年３月期第１四半期  1百万円（△99.1％）  23年３月期第１四半期138百万円（－％） 

 

 
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３月期第１四半期 0.90 －
23年３月期第１四半期 4.67 －
 
(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３月期第１四半期 9,394 3,018 32.0 
23年３月期 9,402 3,080 32.6 
（参考）自己資本    24年３月期第１四半期  3,004百万円  23年３月期  3,067百万円 

 
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３月期 － － － 4.00 4.00 
24年３月期 －  
24年３月期(予想)  ― ― 4.00 4.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：有 
 
３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

4,000 △12.0 290 △29.8 260 △38.6 100 △37.0 6.36

通      期 8,300 △5.5 630 △8.9 610 △13.5 320 △17.8 20.37
（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

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：無 

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３月期１Ｑ 15,812,500株 23年３月期 15,812,500株
②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 111,149株 23年３月期 111,149株
③  期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期１Ｑ 15,701,351株 23年３月期１Ｑ 15,707,158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レビュー手続は終了していません。 
 
※ 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、四半

期決算短信（添付資料）P.２「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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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災により製造業に

おける生産拠点の被災や電力供給不足で生産・輸出が大幅に減少いたしました。また、震災に伴う

自粛ムードの高まりで、個人消費が低迷いたしました。しかしながら、サプライチェーンの復旧が

予想よりも早く進み、当初の予想より早く回復の兆しが見られる状況となっております。 

このような情勢下にあって当社グループは、受注拡大を 優先に、新時代に則した製販一体の体

制構築に取り組みをしてまいりました。 

その結果、当第１四半期の売上高は19億３百万円、(前年同四半期比13.4％減)となりました。 

利益面につきましては、営業利益は１億３千５百万円、(前年同四半期比50.8％減)、経常利益は

９千９百万円、(前年同四半期比64.1％減)、四半期純利益は１千４百万円(前年同四半期比80.8％

減)となりました。 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ８百万円減少し、93億

９千４百万円となりました。 

これは主に、現金預金が１億３千１百万円、商品及び製品が９千４百万円増加し、受取手形及び

売掛金が２億５千７百万円減少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５千３百万円増加し、63億７千５百万円となりました。これは

主に、未払法人税等が８千７百万円、社債が３千７百万円及び支払手形及び買掛金が９千８百万円

減少しましたが、短期借入金が５千５百万円増加及び長期借入金が１億４千３百万円増加したこと

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６千２百万円減少し、30億１千８百万円となりました。これ

は主に、当四半期純利益が１千４百万円となりましたが、株式配当金６千２百万円の支払いにより、

利益剰余金が４千８百万円減少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24年３月期の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により合理的な算定が困難

であったことから未定としておりましたが、 近の事業環境や現時点で入手可能な予測等を踏まえ

業績予想を算定いたしましたので、公表いたします。 

また、平成24年３月期の配当予想についても業績予想と同様に未定としておりましたが、平成24

年３月期の業績予想の算定に伴い、併せて公表いたします。 

詳細については、本日別途開示いたしました「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参

照ください。 

２．サマリー情報（その他）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。 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

(4)  追加情報 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

資産の部  

  流動資産      

    現金及び預金  2,010,943   2,141,998

    受取手形及び売掛金  2,442,550   2,184,614

    商品及び製品  336,131   430,233

    仕掛品  187,939   205,501

    原材料及び貯蔵品  528,869   584,828

    繰延税金資産  147,847   115,231

    その他  62,801   78,248

    貸倒引当金  △8,327   △7,772

    流動資産合計  5,708,755   5,732,883

  固定資産      

    有形固定資産      

      土地  1,500,909   1,500,909

      その他（純額）  1,350,553   1,344,070

      有形固定資産合計  2,851,463   2,844,980

    無形固定資産  23,536   22,758

    投資その他の資産  778,895   780,923

    固定資産合計  3,653,895   3,648,661

  繰延資産  40,195   12,969

  資産合計  9,402,846   9,394,514

負債の部  

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  1,325,740   1,227,325

    短期借入金  1,007,571   1,063,121

    リース債務  60,794   60,172

    未払法人税等  144,251   56,391

    賞与引当金  181,499   171,250

    役員賞与引当金  －   1,575

    その他  441,410   545,286

    流動負債合計  3,161,267   3,125,122

  固定負債      

    社債  262,500   225,000

    長期借入金  1,530,671   1,674,271

    リース債務  99,224   97,891

    繰延税金負債  2,566   2,495

    退職給付引当金  606,381   614,631

    役員退職慰労引当金  114,076   91,079

    再評価に係る繰延税金負債  450,986   450,986

    その他  94,222   94,222

    固定負債合計  3,160,628   3,250,577

  負債合計  6,321,895   6,375,699
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  1,277,000   1,277,000

    資本剰余金  20   20

    利益剰余金  1,316,431   1,267,682

    自己株式  △19,433   △19,433

    株主資本合計  2,574,018   2,525,269

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  △11,135   △14,067

    土地再評価差額金  675,651   675,651

    為替換算調整勘定  △171,409   △181,981

    その他の包括利益累計額合計  493,106   479,601

  少数株主持分  13,826   13,943

  純資産合計  3,080,951   3,018,815

負債純資産合計  9,402,846   9,394,514
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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１四半期連結累計期間 

  (単位:千円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,197,827  1,903,021

売上原価  1,616,658   1,453,689

売上総利益  581,168   449,331

販売費及び一般管理費  305,270   313,671

営業利益  275,898   135,660

営業外収益      

  受取利息  170   1,144

  受取配当金  3,076   2,879

  作業くず売却益  13,459   19,261

  その他  8,265   3,696

  営業外収益合計  24,971   26,981

営業外費用      

  支払利息  17,251   15,244

  為替差損  3,462   8,743

  開業費償却  －   36,461

  その他  3,615   2,850

  営業外費用合計  24,330   63,299

経常利益  276,539   99,342

特別損失      

  固定資産売却損  17   －

  固定資産除却損  327   600

  投資有価証券評価損  128,026   －

  工場移転費用  3,941   －

  環境対策費  6,800   －

  特別損失合計  139,112   600

税金等調整前当期純利益  137,426   98,741

法人税、住民税及び事業税  76,125   55,889

法人税等調整額  △12,126   28,185

法人税等合計  63,999   84,074

少数株主損益調整前当期純利益  73,427   14,666

少数株主利益  78   610

当期純利益  73,349   14,056
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:千円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 73,427  14,666

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  94,430   △2,897

  為替換算調整勘定  △29,387   △10,585

  その他の包括利益合計  65,043   △13,483

四半期包括利益  138,470   1,183

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  138,825   551

  少数株主に係る四半期包括利益  △354   631
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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。 
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