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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９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２四半期 3,989 △12.2 236 △42.6 239 △43.3 68 △56.9
23年３月期第２四半期 4,543 58.9 412 700.3 423 918.0 158 －
（注）包括利益  24年３月期第２四半期  △1百万円（－％）  23年３月期第２四半期192百万円（－％） 

 

 
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２四半期 4.36 －
23年３月期第２四半期 10.10 －
 
(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２四半期 9,565 3,015 31.4 
23年３月期 9,402 3,080 32.6 
（参考）自己資本    24年３月期第２四半期  3,002百万円  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  ：無 
 
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

通      期 8,000 △8.9 510 △26.2 500 △29.1 240 △38.3 15.28
（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２Ｑ 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２Ｑ 113,444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２Ｑ 15,700,599株 23年３月期２Ｑ 15,706,840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２四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の影響から回復

の兆しが見えたものの、欧州諸国の金融不安、米国の景気停滞の懸念、長期化する円高など企業を

取り巻く環境は一段と厳しく、先行きの不透明感が強まりました。 

このような環境のもと、当社グループは受注拡大を 優先に製販一体の体制構築に取り組んでま

いりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は39億８千９百万円、(前年同四半期比12.2％減)

となりました。 

利益面につきましては、営業利益は２億３千６百万円(前年同四半期比42.6％減)、経常利益は２

億３千９百万円(前年同四半期比43.3％減)、四半期純利益は６千８百万円(前年同四半期比56.9％

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２四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１億６千２百万円増加

し、95億６千５百万円となりました。 

これは主に、現金及び預金が１億５千８百万円増加、商品及び製品が１億３千９百万円増加し、

受取手形及び売掛金が１億９千５百万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２億２千７百万円増加し、65億４千９百万円となりました。こ

れは主に、未払法人税等が５千２百万円減少、役員退職慰労引当金が８千３百万円減少、支払手形

及び買掛金が８千６百万円減少しましたが、短期借入金が８千万円増加及び長期借入金が１億９千

８百万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６千５百万円減少し、30億１千５百万円となりました。これ

は主に利益剰余金が５百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が１千９百万円減少及び

為替換算調整勘定が５千万円減少したことによるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会

計年度末に比べ、１億５千５百万円増加し、16億７千１百万円となりました。当第２四半期連結累

計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは５千９百万円の資金の

増加（前年同四半期比88.1％減）となりました。 

主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益２億２千２百万円、減価償却費１億６千９百万円、

売上債権の減少額１億５千９百万円によるものであります。 

主な減少要因は、仕入債務の減少額７千７百万円、たな卸資産の増加額２億６千７百万円、法人

税等の支払額１億５千１百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動のキャッシュ・フローは２百万円の資金の減少（前

年同四半期比98.9％減）となりました。 
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主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出５千４百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動のキャッシュ・フローは１億２千６百万円の資金の

増加（前年同四半期は３千３百万円の支出）となりました。 

主な増加要因は、長期借入金による収入６億４千万円によるものであります。 

主な減少要因は、長期借入金の返済による支出３億５千３百万円並びに配当金支払による支出６

千１百万円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23年８月９日に公表いたしました連結業績予想を修正いたします。なお、当該連結業績予想

の修正の詳細につきましては本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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 

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２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

資産の部  

  流動資産      

    現金及び預金  2,010,943   2,169,790

    受取手形及び売掛金  2,442,550   2,246,738

    商品及び製品  336,131   475,212

    仕掛品  187,939   189,802

    原材料及び貯蔵品  528,869   636,866

    繰延税金資産  147,847   113,800

    その他  62,801   163,783

    貸倒引当金  △8,327   △6,924

    流動資産合計  5,708,755   5,989,069

  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   1,331,134

      有形固定資産合計  2,851,463   2,832,044

    無形固定資産  23,536   21,547

    投資その他の資産  778,895   710,487

    固定資産合計  3,653,895   3,564,079

  繰延資産  40,195   12,301

  資産合計  9,402,846   9,565,451

負債の部  

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  1,325,740   1,239,373

    短期借入金  1,007,571   1,087,639

    リース債務  60,794   57,060

    未払法人税等  144,251   91,593

    賞与引当金  181,499   128,437

    役員賞与引当金  －   3,150

    その他  441,410   707,096

    流動負債合計  3,161,267   3,314,349

  固定負債      

    社債  262,500   225,000

    長期借入金  1,530,671   1,728,762

    リース債務  99,224   84,916

    繰延税金負債  2,566   2,072

    退職給付引当金  606,381   619,048

    役員退職慰労引当金  114,076   30,267

    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   3,235,275

  負債合計  6,321,895   6,549,625
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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２四半期連結会計期間

(平成23年９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   16

    利益剰余金  1,316,431   1,322,060

    自己株式  △19,433   △19,744

    株主資本合計  2,574,018   2,579,331

  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   △30,478

    土地再評価差額金  675,651   675,651

    為替換算調整勘定  △171,409   △222,233

    その他の包括利益累計額合計  493,106   422,940

  少数株主持分  13,826   13,553

  純資産合計  3,080,951   3,015,825

負債純資産合計  9,402,846   9,565,451
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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２四半期連結累計期間 

  (単位:千円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,543,089  3,989,716

売上原価  3,474,659   3,103,453

売上総利益  1,068,429   886,262

販売費及び一般管理費  655,495   649,362

営業利益  412,934   236,900

営業外収益      

  受取利息  422   248

  受取配当金  3,082   4,006

  為替差益  －   2,646

  作業くず売却益  35,845   46,948

  その他  16,854   23,286

  営業外収益合計  56,204   77,135

営業外費用      

  支払利息  30,043   30,258

  為替差損  9,108   －

  開業費償却  －   35,204

  その他  6,705   8,609

  営業外費用合計  45,857   74,072

経常利益  423,281   239,963

特別利益      

  固定資産売却益  257   －

  特別利益合計  257   －

特別損失      

  固定資産除却損  841   1,333

  投資有価証券評価損  132,251   －

  役員退職慰労金  1,641   －

  工場移転費用  14,431   －

  環境対策費  6,800   －

  子会社整理損  －   15,930

  特別損失合計  155,965   17,263

税金等調整前四半期純利益  267,573   222,699

法人税、住民税及び事業税  130,837   100,086

法人税等調整額  △22,205   53,585

法人税等合計  108,632   153,671

少数株主損益調整前四半期純利益  158,941   69,028

少数株主利益  232   593

四半期純利益  158,708   68,434
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四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 

  (単位:千円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 158,941  69,028

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  85,279   △19,637

  為替換算調整勘定  △51,697   △50,880

  その他の包括利益合計  33,582   △70,518

四半期包括利益  192,523   △1,490

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  193,014   △1,731

  少数株主に係る四半期包括利益  △490   240
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位:千円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税金等調整前四半期純利益  267,573   222,699

  減価償却費  131,813   169,712

  賞与引当金の増減額（△は減少）  135,917   △49,802

  貸倒引当金の増減額（△は減少）  875   △1,066

  退職給付引当金の増減額（△は減少）  △22,495   12,878

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  7,689   △82,974

  受取利息及び受取配当金  △3,504   △4,255

  支払利息  30,043   30,258

  投資有価証券評価損益（△は益）  132,251   －

  有形固定資産売却損益（△は益）  △257   －

  有形固定資産除却損  841   1,333

  売上債権の増減額（△は増加）  △252,702   159,319

  たな卸資産の増減額（△は増加）  △102,618   △267,579

  仕入債務の増減額（△は減少）  251,353   △77,033

  未払消費税等の増減額（△は減少）  13,519   △22,571

  その他  88,616   146,144

  小計  678,916   237,063

  利息及び配当金の受取額  3,514   4,258

  利息の支払額  △27,848   △30,289

  法人税等の支払額  △155,534   △151,676

  営業活動によるキャッシュ・フロー  499,046   59,355

投資活動によるキャッシュ・フロー      

  定期預金の預入による支出  △27,937   △29,470

  定期預金の払戻による収入  24,914   25,828

  有形固定資産の取得による支出  △216,833   △54,094

  有形固定資産の売却による収入  274   －

  投資有価証券の取得による支出  △997   △1,085

  貸付けによる支出  －   △275

  貸付金の回収による収入  131   －

  その他  222   56,773

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △220,225   △2,324
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  (単位:千円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー      

  短期借入金の純増減額（△は減少）  14,000   △8,000

  長期借入れによる収入  646,513   640,000

  長期借入金の返済による支出  △553,360   △353,841

  社債の償還による支出  △67,500   △57,500

  自己株式の売却による収入  －   32

  自己株式の取得による支出  △190   △344

  配当金の支払額  △46,030   △61,295

  少数株主への配当金の支払額  △106   △514

  リース債務の返済による支出  △26,545   △32,636

  その他  －   641

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △33,218   126,543

現金及び現金同等物に係る換算差額  △30,413   △28,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  215,189   155,206

現金及び現金同等物の期首残高  1,138,850   1,515,954

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,354,039   1,671,161
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

(5) 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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