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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 1,565 0.8 △15 ― 2 △56.2 △22 ―

23年３月期第１四半期 1,552 49.2 △5 ― 4 ― 268 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 12百万円(△93.7％) 23年３月期第１四半期 189百万円(―％)

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 △3 23 ―

23年３月期第１四半期 38 94 ―

（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 10,057 8,279 79.4

23年３月期 9,966 8,376 81.2

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 7,985百万円 23年３月期 8,097百万円

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 ― 0 00 ― 15 00 15 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 0 00 ― 12 50 12 50

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) 2,946 △1.6 △55 ― △20 ― △36 ― △５ 32

通 期 6,002 0.4 △93 ― △37 ― △89 ― △12 98



  

 

 

 
  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

・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。 

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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

（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 7,340,465株 23年３月期 7,340,465株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 446,879株 23年３月期 446,788株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 6,893,640株 23年３月期１Ｑ 6,894,199株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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１【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 2,923,172 2,672,149

受取手形及び売掛金 1,508,479 1,609,355

たな卸資産 2,583,044 2,755,706

その他 93,560 127,592

貸倒引当金 △37,860 △40,130

流動資産合計 7,070,396 7,124,674

固定資産   

有形固定資産 1,534,355 1,501,910

無形固定資産   

その他 89,929 84,458

無形固定資産合計 89,929 84,458

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,274,144 1,348,380

貸倒引当金 △2,289 △2,319

投資その他の資産合計 1,271,854 1,346,060

固定資産合計 2,896,139 2,932,429

資産合計 9,966,536 10,057,103

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 464,607 642,334

未払法人税等 20,393 17,419

賞与引当金 66,392 29,042

事業所改築関連損失引当金 111,562 111,562

資産除去債務 2,514 2,798

その他 326,229 366,149

流動負債合計 991,700 1,169,306

固定負債   

長期借入金 53,235 54,667

退職給付引当金 72,910 73,812

役員退職慰労引当金 162,692 149,202

資産除去債務 118,456 123,689

その他 191,100 206,853

固定負債合計 598,395 608,224

負債合計 1,590,095 1,777,531
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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 923,325 923,325

資本剰余金 758,014 758,014

利益剰余金 6,502,720 6,372,997

自己株式 △105,684 △105,708

株主資本合計 8,078,375 7,948,628

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 104,041 94,815

為替換算調整勘定 △84,870 △57,471

その他の包括利益累計額合計 19,170 37,343

少数株主持分 278,894 293,600

純資産合計 8,376,440 8,279,572

負債純資産合計 9,966,536 10,057,103
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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 1,552,700 1,565,480

売上原価 1,119,768 1,114,497

売上総利益 432,932 450,982

販売費及び一般管理費 438,755 466,239

営業損失（△） △5,822 △15,256

営業外収益   

受取利息 1,515 1,121

受取配当金 8,881 8,133

受取奨励金 8,240 7,130

その他 5,971 7,950

営業外収益合計 24,608 24,335

営業外費用   

支払利息 1,071 1,015

為替差損 294 5,032

有価証券評価損 10,631 －

その他 2,098 977

営業外費用合計 14,095 7,025

経常利益 4,689 2,053

特別利益   

固定資産売却益 23,086 18

棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 356,526 －

特別利益合計 379,613 18

特別損失   

固定資産除却損 1,400 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 109,755 －

特別損失合計 111,156 14

税金等調整前四半期純利益 273,147 2,058

法人税、住民税及び事業税 7,694 17,143

法人税等調整額 25,033 △1,568

法人税等合計 32,727 15,575

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（△）

240,419 △13,517

少数株主利益又は少数株主損失（△） △28,047 8,756

四半期純利益又は四半期純損失（△） 268,466 △22,273
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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四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

240,419 △13,517

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △56,747 △9,226

為替換算調整勘定 5,648 34,981

その他の包括利益合計 △51,099 25,755

四半期包括利益 189,320 12,238

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 216,289 △4,100

少数株主に係る四半期包括利益 △26,969 16,338
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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) 

 該当事項はありません。 

 

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) 

 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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